
広島県練習場協会アマチュア大会決勝進出者（2005.3.9　松永カントリークラブ）

◎グロスの部 ◎ネットの部

競技者名 所 属 競技者名 所 属 競技者名 所 属

喜多村　孝志 鈴池 沖本　太郎 フロント９ 岩原　拓雄 広電

藤岡　千文 ゴルフメイト 鈴木　隆信 サンセ 藤井　英治 鈴池

竹下　茂 フロント９ 網干　穣 フロント９ 鶴田　直信 ゴルフメイト

佐藤　和夫 セト 小林　正城 鈴池 塚本　正三 フロント９

本原　大造 沖浦 中川　基冶 フロント９ 田辺　栄 サンセ

仲本　米夫 ピーズ 平田　頼曠 サンセ 谷野　裕次郎 セト

一場　光則 サンセ 釈　幹登 広電 近藤　克明 サンセ

間所　壮之 フロント９ 門田　茂伸 セト 黒田　台 フロント９

福重　虎信 サンセ 吉田　哲巳 呉二河峡 米本　賢治 フロント９

中村　昌文 沖浦 角田　雅樹 セト 水戸　信幸 ゴルフメイト

西本　登 沖浦 千神　輔 フロント９ 藤河　秀樹 松永ＣＣ

坂口　裕二 ピーズ 荒本　忠規 サンセ 中尾　繁樹 セト

宮重　泰三 鈴池 岡下　君雄 サンセ 鈴木　彰 広電

塩田　進 フロント９ 八木　功 フロント９ 山下　哲男 フロント９

皿海　実 フロント９ 河野　祐二 フロント９ 作田　忠彦 鈴池

井上　正義 フロント９ 高橋　信義 松永ＣＣ 板崎　正 フロント９

佐藤　善雄 沖浦 池田　恒男 フロント９ 岡田　司 松永ＣＣ

達宮　正浩 沖浦 入前　廣士 サンセ 高井　隆 広電

海木　真一 ピーズ 村上　幸太郎 フロント９ 浜田　武三 セト

松田　敏昭 サンセ 千神　義憲 フロント９ 高橋　輝之 サンセ

門出　戦時 沖浦 中村　信夫 フロント９ 河野　興一 セト

山内　正行 沖浦 岡崎　修一 セト 山本　哲嗣 舟入

世良　宏二 鈴池 中田　尚宏 ウッディ

藤井　悟 沖浦 阿部　次義 ピーズ

伊藤　将 サンセ 小畠　了 セト

谷中　正直 フロント９ 望月　竑紀 ピーズ

大本　真美子 ゴルフメイト 乗藤　和子 フロント９

柏原　厚 舟入 大畠　伊久雄 広電

森本　征治 舟入 川渕　隆浩 舟入

藤原　学 サンセ 高田　隆造 サンセ

北村　由雄 セト 松尾　就史郎 ロイヤル

河野　恵一郎 セト

藤原　善文 サンセ

三宅　絵梨 セラゴルフ

藤原　貢 フロント９

小野　進 フロント９

箕岡　建五 呉二河峡

池尻　雅美 ゴルフメイト

松岡　鉄夫 セト

下岡　秀荘 呉二河峡

鳥井　均城 松永ＣＣ

山平　正登 セラゴルフ

児玉　秀孝 サンセ

小田　悦三 沖浦

黒木　悦次 セラゴルフ

斎藤　龍造 フロント９

真田　博樹 呉二河峡

平田　英男 舟入

光田　吉伸 サンセ



広島県練習場協会アマチュア大会決勝進出者（2005.3.4　鷹の巣ゴルフクラブ）

◎グロスの部

競技者名 所 属 競技者名 所 属 競技者名 所 属

中村　公彦 廿日市グリーン 清水　栄 ピーズ 沖西　照二 ピーズ

河井　昭時 ミスズ 花村　弘二 舟入 田中　了 ロイヤル

沢井　孝 ウッディ 宮原　修三 広電 元田　和幸 広電

一場　光則 サンセ 川西　清司 ニ河峡 高田　義明 楽々園

竹原　義之 サンセ 清水　浩司 ＫＳＰ 平田　忠彦 サンセ

髙山　進 ウッディ 清川　桂也子 広電 池田　三郎 高陽

山根　信幸 廿日市グリーン 前田　文久 舟入 伊藤　恵一郎 ロイヤル

金羽木　孝至 ピーズ 池田　佳穂 鷹巣 萬谷　憲之 広電

潘　春龍 舟入 森田　博之 高陽 吉田　公明 ヒルサイド

井上　貴博 鷹巣 志俵　常斐 ウッディ 玉田　輝明 ニ河峡

甲田　忠明 ウッディ 荒井　隆 楽々園

宮下　守雄 チュオ１９ 和田　善昭 ヒルサイド ◎ネットの部

森　栄治 舟入 近藤　秀也 ニ河峡 競技者名 所 属

安本　徹雄 舟入 平本　利加 ピーズ 時倉　典子 ウッディ

北川　誠 ピーズ 木村　裕史 ピーズ 砂田　尚文 広電

吉川　宏 高陽 篠原　吉秋 楽々園 山戸　良一 廿日市グリーン

山内　数敏 ヒルサイド 重友　光人 ヒルサイド 田淵　芳夫 広電

田山　節夫 広電 沼村　信男 ＫＳＰ 国安　裕 舟入

奥田　繁 ＫＳＰ 河登　友七郎 鷹巣 坂本　清秀 ニ河峡

柏原　厚 舟入 中山　賢二 ロイヤル 升田　禎二 ピーズ

小夫家　和俊 チュオ１９ 南野　徳子 鷹巣 小西　利枝 ロイヤル

茂山　敏夫 舟入 高山　正憲 ヒルサイド 小林　勉 ミスズ

黒長　洋治 舟入 梶川　俊憲 ロイヤル 星山　相植 広電

佐川　規行 ピーズ 加藤　哲男 高陽 崎島　寿則 ヒルサイド

石川　英美 舟入 隅井　睦子 ピーズ 山口　信行 ニ河峡

小田　久美子 ウッディ 豊島　康司 広電 大原　奉作 ウッディ

菅　敬博 廿日市グリーン 沖原　恭一 ピーズ 山水　健 ウッディ

藤原　猛 ミスズ 生藤　恒夫 舟入 土井　國弘 ピーズ

片山　征治 ミスズ 清水　勉 ピーズ 西堀　美千代 ミスズ

野崎　泰利 高陽 広谷　倉三 ミスズ 中村　義夫 パー72

山本　徳一 チュオ１９ 大谷　雄洪 ニ河峡 石本　泰一 ミスズ

林　文也 高陽 福原　勝徳 広電 野村　達也 ヒルサイド

福光　直規 ミスズ 沢井　正明 ロイヤル 長力　晋 ウッディ

船本　明利 舟入 川又　雅視 パー72 川光　守 ピーズ

廣瀬　暢一 高陽 上西　かよ子 広電 清原　良朗 舟入

林　和也 舟入 岡本　孝司 パー72 福冨　晴美 サンセ

門前　静幸 ピーズ 奥井　清文 サンセ

岡崎　秀徳 ＫＳＰ 福岡　俊明 ロイヤル

堂本　和昭 広電 大園　照明 舟入

佐藤　秀明 ウッディ 政田　幸司 ヒルサイド

山谷　節男 ニ河峡 清水　浩明 舟入

関口　肇 ヒルサイド 渡辺　辰美 舟入

松浦　正行 チュオ１９ 森本　明秀 パー72

山下　英五郎 舟入 三上　主樹 舟入

斎藤　春夫 楽々園 福永　時春 ヒルサイド

道原　栄 舟入 田中　誠二 舟入

古田　和英 広電 三宅　正純 広電

西名　寿也 ヒルサイド 西田　剛太郎 ウッディ

金川　忠昭 ピーズ 国森　晃 楽々園




