
2022年度(第52回)ひろでん中四国オープンゴルフ選手権競技

[第1ラウンド]　2022年6月7日(火)

順位 選手名 所属 +/- TOT 1R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R OUT IN

1 ＠ 髙田 圭一郎 湯郷石橋Ｇ -6 66 66(32 34) 張本 茂 至誠館大学 +1 73 73(34 39) ＠ 藤井 和則 新居浜C +5 77 77(40 37) ＠ 船津 良太 井原Ｇ +11 83 83(43 40)

2 加藤 龍太郎 フリー -5 67 67(34 33) 田中 大心 広島Ｃ +1 73 73(38 35) 三島 武蔵 悠ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ +5 77 77(41 36) ＠ 露谷 咲真 パシフィックG +11 83 83(44 39)

3 藤井 伸一 すし富 -4 68 68(34 34) 薮内 啓三 ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾙｽﾞC +1 73 73(33 40) 川原 実 観音寺GC +5 77 77(38 39) 吉川 弘起 キッカワ +11 83 83(45 38)

坂本 柊人 フリー -4 68 68(33 35) ＠ 岡田 大樹 安芸Ｃ +1 73 73(40 33) ＠ 山内 颯 山口県Ｇ協会 +5 77 77(37 40) ＠ 勢井 乃樹 山口県Ｇ協会 +11 83 83(40 43)

西岡 宏晃 志度C -4 68 68(34 34) 阿原 久夫 ZONE +1 73 73(36 37) 村上 博亮 ZONE +5 77 77(40 37) 140 ＠ 戎崎 雅治 宇部７２Ｃ +12 84 84(44 40)

6 ＠ 小川 寿興翔 山口県Ｇ協会 -3 69 69(35 34) ＠ 多田 旺生 四国Ｃ +1 73 73(37 36) 96 ＠ 三好 謙一郎 レオマ高原G +6 78 78(38 40) 141 ＠ 松下 奏 スカイベイG +13 85 85(46 39)

森川 将樹 芸南Ｃ -3 69 69(35 34) 西村 一輝 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ +1 73 73(35 38) ＠ 仁保 健太 広島紅葉Ｃ +6 78 78(40 38) ＠ 万藤 正昭 芸南Ｃ +13 85 85(44 41)

8 ＠ 中本 旺希 鷹の巣Ｇ -2 70 70(35 35) 53 ＠ 佐藤 日向 岡山県Ｇ協会 +2 74 74(38 36) ＠ 二井 克助 広島西Ｃ +6 78 78(38 40) 143 ＠ 大森 英司 庄原Ｃ +14 86 86(44 42)

大嶋 宝 フリー -2 70 70(37 33) 大田 健司 フリー +2 74 74(37 37) ＠ 細川 達矢 京覧Ｃ +6 78 78(38 40) ＠ 西山 幸男 エリエールG +14 86 86(46 40)
＠ 亀井 壮汰 琴平C -2 70 70(35 35) BK. ソバハニ フリー +2 74 74(37 37) ＠ 佐竹 杏侍 スカイベイG +6 78 78(38 40) ＠ 北條 陽雲 湯郷石橋Ｇ +14 86 86(46 40)
＠ 田村 軍馬 久万C -2 70 70(37 33) 56 坂本 圭治 G.select +3 75 75(36 39) 竹中 馨 ビックカメラ +6 78 78(39 39) ＠ 堀口 獅恩 郷原Ｃ +14 86 86(42 44)

小田 孝憲 広島Ｃ -2 70 70(37 33) 砂入 雅之 アイエス工房 +3 75 75(36 39) ＠ 垂水 賢太 新居浜C +6 78 78(42 36) 147 ＠ 関原 薫 和木Ｇ +15 87 87(43 44)

13 荒木 一貴 鬼ノ城Ｇ -1 71 71(34 37) 渡邊 剛志 New World +3 75 75(40 35) 浅野 慶一 フリー +6 78 78(39 39) 岩渕 博幸 安芸Ｃ +15 87 87(43 44)

久志岡 俊海 戸塚C -1 71 71(36 35) 広田 悟 トーシン +3 75 75(36 39) ＠ 岩﨑 大地 玉造温泉Ｃ +6 78 78(36 42) ＠ 眞鍋 友規 新居浜C +15 87 87(48 39)

新里 倫啓 賀茂Ｃ -1 71 71(36 35) 村上 吉夫 久井Ｃ +3 75 75(35 40) 105 ＠ 矢野 稜己 西条G +7 79 79(41 38) 150 ＠ 沖山 勇 安芸Ｃ +16 88 88(41 47)

﨑川 将司 フリー -1 71 71(36 35) ＠ 小松 大洋 パシフィックG +3 75 75(35 40) ＠ 斎藤 正成 広島紅葉Ｃ +7 79 79(39 40) 151 ＠ 明坂 颯之 Kochi黒潮C +18 90 90(42 48)
＠ 大嶋 港 新岡山Ｇ -1 71 71(34 37) ＠ 安藤 大祐 岡山御津Ｃ +3 75 75(38 37) 伊良部 裕馬 フリー +7 79 79(37 42) 152 ＠ 岡 和輝 出雲空港Ｃ +19 91 91(45 46)

前田 紘成 土佐C -1 71 71(37 34) 松原 裕人 呉Ｃ +3 75 75(37 38) ＠ 廣友 旭 柳井Ｃ +7 79 79(39 40) 153 ＠ 倉永 竜輔 志度C +24 96 96(49 47)

上平 栄道 フリー -1 71 71(34 37) 岡茂 洋雄 鷹の巣Ｇ +3 75 75(38 37) 中武 力 ほっかほっかフーヅ +7 79 79(42 37) 棄権 宮下 文仁 高松ゴールドC ( )

杦本 晃一 レオマ高原G -1 71 71(34 37) 東 大智 フリー +3 75 75(38 37) ＠ 石倉 幸太 島根Ｇ +7 79 79(43 36) 欠場 ＠ 三好 猛 レオマ高原G ( )

21 片岡 英史 長船Ｃ ±0 72 72(38 34) 川澄 尚太 山陽Ｇ +3 75 75(35 40) 111 ＠ 吉行 アムロ 賀茂Ｃ +8 80 80(42 38) 欠場 ＠ 李 誠 中須Ｇ ( )

吉田 祐基 フリー ±0 72 72(35 37) 久志岡 亮 鷹の巣Ｇ +3 75 75(39 36) 金島 俊成 フリー +8 80 80(36 44) 欠場 ＠ 眞部 幸一郎 高松グランドC ( )

石徳 俊樹 広島Ｃ ±0 72 72(36 36) 68 山本 豊秀 パシフィックG +4 76 76(42 34) ＠ 原 鉄太郎 高原Ｇ +8 80 80(40 40) 欠場 ＠ 香川 凜央 西条G ( )

中谷 樹 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ ±0 72 72(37 35) 三船 修 真庭Ｃ +4 76 76(39 37) ＠ 松原 亘孝 広島Ｇ +8 80 80(42 38) 欠場 ＠ 桑原 達也 新居浜C ( )

弘井 太郎 Kochi黒潮C ±0 72 72(38 34) 関藤 侑嗣 フリー +4 76 76(38 38) ＠ 安藤 輝 岡山金陵Ｃ +8 80 80(38 42) 欠場 ＠ 江草 悠斗 岡山県Ｇ協会 ( )

重友 稜央 悠ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ ±0 72 72(35 37) ＠ 梶谷 駿 たけべの森Ｇ +4 76 76(37 39) ＠ 吉村 浩樹 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +8 80 80(38 42) 欠場 ＠ 平工 直樹 広島西Ｃ ( )
＠ 松井 琳空海 新居浜C ±0 72 72(37 35) 竹川 雄喜 フリー +4 76 76(37 39) ＠ 濱渕 裕生 鳴門Ｃ +8 80 80(40 40) 欠場 ＠ 柴田 直也 芸南Ｃ ( )

立川 祐太 鮎滝C ±0 72 72(36 36) ＠ 関本 悠希 岡山県Ｇ協会 +4 76 76(40 36) ＠ 佐藤 優也 広島Ｇ +8 80 80(38 42) 欠場 ＠ 馬城 颯士 広島県Ｇ協会 ( )

沖野 克文 舟入G.G ±0 72 72(37 35) ＠ 林 重翔 山口県Ｇ協会 +4 76 76(39 37) 119 ＠ 松本 瞬乃介 広島国際Ｇ +9 81 81(39 42) 欠場 ＠ 荒谷 宗之介 広島国際Ｇ ( )
＠ 田所 裕槻 スカイベイG ±0 72 72(36 36) ＠ 美甘 漣音 スカイベイG +4 76 76(39 37) ＠ 守谷 征広 赤坂Ｃ +9 81 81(41 40) 欠場 ＠ 古瀬 幸一朗 満濃ヒルズC ( )

菊山 暢介 フリー ±0 72 72(36 36) ＠ 竹内 瑛信 北条C +4 76 76(39 37) ＠ 温井 巧造 柳井Ｃ +9 81 81(39 42)

立花 亮 広島Ｃ ±0 72 72(36 36) ＠ 福原 渡夢 パシフィックG +4 76 76(38 38) ＠ 山本 裕也 長船Ｃ +9 81 81(41 40)

長谷川 祥平 ELECOM ±0 72 72(37 35) 田原 誠二 広島Ｃ +4 76 76(38 38) 稲田 達二 フリー +9 81 81(40 41)

野田 倫汰郎 3.7.3Golf ±0 72 72(35 37) ＠ 熊 裕大 吉備高原Ｃ +4 76 76(38 38) ＠ 寄田 聖悟 スカイベイG +9 81 81(44 37)

釜須 雄基 RIZAP㈱ ±0 72 72(34 38) 80 清家 和夫 北海道ﾌﾞﾙｯｸｽC +5 77 77(38 39) 125 ＠ 前谷 貴之 琴平C +10 82 82(41 41)

橋本 龍位 HARBOR ±0 72 72(33 39) ＠ 前田 智徳 鷹の巣Ｇ +5 77 77(38 39) ＠ 中村 哲也 高松グランドC +10 82 82(40 42)
＠ 山本 詠太 小豆島ｼｰｻｲﾄﾞG ±0 72 72(36 36) ＠ 岡 幸樹 島根県Ｇ協会 +5 77 77(40 37) ＠ 三奈木 幸二 中須Ｇ +10 82 82(42 40)

38 佐藤 玲太 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ +1 73 73(38 35) ＠ 坂本 大賀 広島Ｇ +5 77 77(40 37) ＠ 山野 浩二 井原Ｇ +10 82 82(43 39)
＠ 髙山 大維志 山口県Ｇ協会 +1 73 73(37 36) ＠ 久常 優樹 湯郷石橋Ｇ +5 77 77(42 35) ＠ 竹内 康晴 北条C +10 82 82(38 44)

松本 哲也 RIZAP㈱ +1 73 73(36 37) ＠ 篠原 和樹 レオマ高原G +5 77 77(36 41) ＠ 山手 翔悟 広島紅葉Ｃ +10 82 82(44 38)

桑原 将一 フリー +1 73 73(38 35) 藤井 泰山 ﾘｼﾞｮｰｸﾞﾙｰﾌﾟ +5 77 77(38 39) ＠ 石田 瑠樹也 山口県Ｇ協会 +10 82 82(41 41)
＠ 田中 愛士 鷹の巣Ｇ +1 73 73(37 36) 文山 宏一 舟入G.G +5 77 77(43 34) ＠ 眞鍋 晄生 琴平C +10 82 82(41 41)
＠ 妻鹿 大也 志度C +1 73 73(35 38) 池田 優佑 グランプリ +5 77 77(40 37) 133 福家 智洋 フリー +11 83 83(41 42)

橋本 ユージーン 西日本ビルド +1 73 73(36 37) 兼本 貴司 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ +5 77 77(41 36) ＠ 伊達 充則 広島佐伯Ｃ +11 83 83(43 40)

新田 哲大 フリー +1 73 73(35 38) ＠ 萩原 大己 岡山霞橋Ｇ +5 77 77(39 38) ＠ 佐崎 秀介 白竜湖Ｃ +11 83 83(43 40)
＠アマチュア 競技委員長　　谷　本　雄　謙

グリーンバーズゴルフ倶楽部

(6878Yards  Par72)


