
会場：賀茂カントリークラブ

期日：2021年10月1日（金）
　#1 Tee（ＯＵＴ） 　#10 Tee（ＩＮ）

No. Time No. Time

1 7:30 新田 博文 広島 榎 泰志 広島 大塲 誠司 山口 中本 尚俊 山口 1 7:30 山根 大輝 広島 村尾 憲明 広島 髙橋 徹 兵庫 竹村 厚彦 高知

2 7:37 有本 雄一 広島 藤井 聖 広島 小代 修平 大阪 田中 雅登 兵庫 2 7:37 坂本 正幸 広島 森川 大輔 広島 吉末 修利志 山口 尾崎 慎二 山口

3 7:44 蓮池 雅信 広島 塚田 友宏 山口 山野井 秀樹 広島 平工 直樹 広島 3 7:44 大之木 伸行 広島 田原 真一郎 広島 松下 太 愛媛 久保 崇 愛媛

4 7:51 真室 幸太郎 香川 黒木 五朗 香川 新宮 正識 広島 赤木 寛紀 広島 4 7:51 安田 慶一 広島 坂本 充弘 広島 長谷川 祐二 福岡 相原 宗治 福岡

5 7:58 菊澤 朋巳 広島 陰山 陽二 広島 濱田 一郎 愛媛 戸田 武志 愛媛 5 7:58 近藤 展弘 広島 橋本 康一 広島 廣澤 敬一 宮城 小山 義明 宮城

6 8:05 大塚 惟弘 広島 林 浩二 広島 小川 耕二 岡山 江見 武長 岡山 6 8:05 岩本 克己 広島 土居 貞宏 広島 柴田 研成 長崎 吉本 秀一 長崎

7 8:12 小川 哲平 広島 杉原 直樹 広島 山本 周平 島根 阿瀬川 浩史 島根 7 8:12 中元 光洋 広島 渡邉 康介 広島 角田 喜敬 広島 井上 春由 広島

8 8:26 髙田 奨 愛媛 原 秀典 愛媛 村岡 浩次 広島 網本 尚美 広島 8 8:26 中一 博仁 広島 児玉 英義 広島 西谷 佳則 広島 佐伯 晴美 広島

9 8:33 中川 裕二 広島 久保 晃生 広島 廣津 雅幸 福岡 中村 友和 福岡 9 8:33 堤 勇旗 広島 石田 陽一 広島 近藤 ななみ 福岡 近藤 精華 福岡

10 8:40 清水 貞臣 広島 望月 淳司 広島 樟 精大 島根 井上 純一 島根 10 8:40 西岡 嗣泰 広島 福光 隆二 広島 佐々木 直幸 島根 佐々木 光浩 島根

11 8:47 清水 重行 香川 香川 善規 香川 永久 大輔 広島 松井 勇作 岡山 11 8:47 岡崎 一泰 愛媛 荻田 正仁 愛媛 唐木田 和司 広島 永久 昌宏 広島

12 8:54 渡邉 信彰 愛媛 中矢 英祐 愛媛 坂本 佳高 広島 山本 高弘 広島 12 8:54 伊藤 大繕 愛媛 三好 俊二 愛媛 原 寿一 兵庫 原 千代 兵庫

13 9:01 古屋 丈彦 愛媛 昇 周作 愛媛 三和 誉弘 広島 吉加 孝之 広島 13 9:01 平田 貴也 愛媛 白井 正広 愛媛 佐伯 拓雄 愛媛 藤本 龍美 愛媛

14 9:08 勝部 賢治 島根 秦 英昭 島根 長野 隆志 愛媛 加地 博仁 愛媛 14 9:08 中村 圭一 岡山 岸本 淳子 岡山

※スタート時間：7分間隔（7組後にクッションあり） ※使用ティ／ 男性：青、シニア：白、女性：赤
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