
    令和２年７月９日（木）

アウト イ ン 　　白竜湖カントリフクラブﾞ：TEL 0847-34-0111

組   時 間 氏　　　名 所　属 氏　　　名 所　属 氏　　　名 所　属 氏　　　名 所　属 組   時 間 氏　　　名 所　属 氏　　　名 所　属 氏　　　名 所　属 氏　　　名 所　属

1 8:00 森本　博明 ﾒｲﾄ高屋 角　　憲二 舟　入 榎木　亮次 舟　入 藤井　秀徳 プラザー54 1 8:00 重見　秀則 沖　浦 光元　圓ニ メイト高屋 木村　　徹 二河峡

2 8:07 大道　義明 プラザー54 羽出　朋幸 サンセ 宮本　　毅 玉の浦 藤田　一平 高　陽 2 8:07 西本　忠司 沖　浦 後迫　崇史 プラザー54 若狭　　伸 高　陽

3 8:14 阿野　功二 新　市 岡田　竜二 ウッディ 赤松　義隆 サンセ 音部　　徹 高　陽 3 8:14 白井　武雄 仁　方 増原　伸一 仁　方 古江　暢敏 ミスズ 松本　一雄 高　陽

4 8:21 山口　龍成 沖　浦 梶川　道夫 ﾒｲﾄ高屋 大森　英司 サンセ 佐伯　　透 ウッディ 4 8:21 北中　康宏 ウッディ 岡田　　勲 仁　方 花村　弘二 高　陽 深見　博隆 広　電

5 8:28 泊　　寛仁 ﾒｲﾄ金江 石川　昌宏 玉の浦 喜多村 孝志 ｴｳﾞｫﾙｳﾞｨﾝ 坂根　研二 ウッディ 5 8:28 楢崎　修弘 玉の浦 田辺　哲郎 ウッディ 木村　一茂 GP福山 田中　隆宏 ミスズ

6 8:35 田辺　圭史 沖　浦 山本　信之 ﾒｲﾄ金江 徳弘　広明 ウッディ 6 8:35 菅波　　修 玉の浦 朝迫　謙治 メイト高屋 波光　弘敬 西条ヒル 内藤　修二 ミスズ

7 8:42 藤田　真一 玉の浦 井上　和春 沖　浦 唐木田 哲也 広　電 奥山　祥司 ウッディ 7 8:42 三富　祥治 舟　入 井上　和之 玉の浦 古田　真規 高　陽 鈴木　美秀 ロイヤル

8 8:49 高田　慶一 二河峡 西永　隆則 世　羅 平田　英男 ロイヤル 鈴木　貴裕 ウッディ 8 8:49 石田 瑠樹也 玉の浦 中原　弘象 広　電 山崎　勝彦 高　陽 武田昇逸郎 ミスズ

9 9:00 小南　博之 二河峡 大倉　将宏 新　市 木之内　豊 ﾋﾟｰｽﾞﾘﾝｸｽ 梶本　　誠 ウッディ 9 9:00 川原　敦志 メイト金江 古宮　由勢 ｴｳﾞｫﾙｳﾞｨﾝ 竹内　　茂 西条ヒル 平井　大介 ロイヤル

10 9:07 廣田　直人 玉の浦 鵜飼　乗男 沖　浦 木村　親雄 ﾒｲﾄ金江 杉山　雅彦 高　陽 10 9:07 武田　裕一 玉の浦 生田目 雅成 ウッディ 西川　智也 高　陽 瀬尾　　淨 ロイヤル

11 9:14 本藤　正明 ﾒｲﾄ高屋 横田　頼士 沖　浦 佐川　規行 ﾋﾟｰｽﾞﾘﾝｸｽ 岩本　和夫 安　浦 11 9:14 笠井　英司 玉の浦 三好　慎吾 舟　入 平田　政貴 ウッディ 松原　亘考 ミスズ

12 9:21 佐々木 智裕 ウッディ 誉田　修二 高　陽 藤田　　巌 高　陽 波田　　覚 ロイヤル 12 9:21 上平　曹太 玉の浦 得本　博朗 東　城 瀬尾　典夫 ロイヤル 寺岡　浩二 広　電

13 9:28 榎　　泰志 高　陽 卯元　啓之 新　市 久保　晃大 ウッディ 大村　大柱 ｸﾞﾘﾝP-54 13 9:28 尾尻　真栄 高　陽 白濱　高文 ｴｳﾞｫﾙｳﾞｨﾝ 中川　秀之 ウッディ 岡田　憲吾 ウッディ

14 9:35 笹本　　守 ﾒｲﾄ高屋 臼井　　稔 高　陽 森川　大輔 ロイヤル 斎藤　正成 ウッディ 14 9:35 宝大寺　裕 玉の浦 播摩　潤司 玉の浦 藤井　　巌 ミスズ 田中　一義 ＫＳＰ

15 9:42 下江　　弘 ｴｳﾞｫﾙｳﾞｨﾝ 舘上　健二 カンナベ 小笠原 孝弘 ウッディ 福永　　功 ロイヤル 15 9:42 佐藤　敏行 メイト金江 小林　直人 ｴｳﾞｫﾙｳﾞｨﾝ 岡田　正洋 ウッディ 中川　茂樹 ﾋﾟｰｽﾞﾘﾝｸｽ

16 9:49 垰　　一臣 ウッディ 瀬尾　彰男 高　陽 谷本　　司 K S P 野中　一雄 世　羅 16 9:49 井口 慎太郎 カンナベ 永久　大輔 沖　浦 竹久保 孝士 ウッディ 蔭本　一義 高　陽

17 10:03 下江　道子 ｴｳﾞｫﾙｳﾞｨﾝ 安川　朋恵 玉の浦 山田　恵里 舟　入 17 9:56 花咲　正志 沖　浦 伊達　充則 ウッディ 中川　裕二 ウッディ 松浦　正行 ﾋﾟｰｽﾞﾘﾝｸｽ

18 10:10 栗栖　奈美 ロイヤル 澤原 美由紀 二河峡 末永 美由紀 ウッディ 弘中　雅代 ﾋﾟｰｽﾞﾘﾝｸｽ 18 10:10 寺石 美和子 ウッディ 宮谷 満理奈 広　電 佐伯　恵美 ミスズ 大山　和世 広　電

19 10:17 三富　亨子 舟　入 胡麻本 彩乃 高　陽 安部　清美 ミスズ 矢部 喜美子 ロイヤル 19 10:17 柴田 由紀子 沖　浦 川内 香代子 ウッディ 垣原 久美子 メイト金江

20 10:23 世良　友希 玉の浦 平井　雅世 ロイヤル 中川　智美 ウッディ 20 10:23 有森　可琳 ｴｳﾞｫﾙｳﾞｨﾝ 佐田 久美子 広　電 吉本　容子 廿日市

  ネットの部 

21 10:30 中村　雄三 ﾒｲﾄ高屋 水戸 洋二郎 ﾒｲﾄ高屋 土橋　正樹 ミスズ 林　　勇人 サンセ 21 10:30 近藤　育弘 沖　浦 池田　侑羅Jr 沖　浦 岩本　　浩 舟　入 津曲 　治 ﾛｲﾔﾙ

22 10:37 金川　　榮 サンセ 三浦 都志夫 サンセ 吉村　信行 サンセ 林　　千鶴 サンセ 22 10:37 山田　勲二 カンナベ 佐藤　育正 カンナベ 石井　敏之 カンナベ 松田 きよみ カンナベ

23 10:44 崎前　　勲 サンセ 光守　裕志 サンセ 宮崎　　忠 サンセ 柏原　孝行 サンセ 23 10:44 井上　正義 鈴　池 中本　一美 ﾋﾟｰｽﾞﾘﾝｸｽ 廣中　泰典 ﾋﾟｰｽﾞﾘﾝｸｽ 高原　康伸 ﾛｲﾔﾙ

24 10:52 笹原　由美子 ウッディ 長岡　綾奈 ウッディ 田中　恵子 ミスズ 24 10:52 神原　　渉 ﾒｲﾄ金江 寺岡　幸雄 ﾒｲﾄ金江 佐古田 フジエ ﾒｲﾄ金江

25 10:59 皿海　政博 ﾒｲﾄ金江 神原　眞弘 ﾒｲﾄ金江 西原　満生 メイト金江

【注意事項】

1  競技の条件またはローカルルールに追加、変更のあるときは、掲示板及びスターティングホールのティインググラウンド付近に掲示して告示する。

2 競技者は指定のスタート時刻の10分前には必ずティインググラウンド付近に待機すること。

3 欠場のある時は本スタート時刻及び組合せを変更する場合がある。

4 欠場の場合、競技前日までは広島県ゴルフ練習場協会・佐藤（℡090-4577-6546）へ、

競技当日は開催コース（白竜湖カントリークラブ　℡ 0847-34-0111）へ連絡する事。  競　技　委　員　長

第24回　広島県ゴルフ練習場協会主催

　令和２年度　　アマチュアゴルフ大会　《決勝大会》

グロスの部

　ネットの部

グロスの部

【 組 合 せ  】


