
2020年10月1日（木）

参加チーム：25チーム

順位 チーム名 Total Total Total Total

1 安芸太田町 221 松浦 正行 71 河野 靖志 74 広藤 大樹 76

2 広島市 228 斎藤 正成 75 垰 一臣 76 西中 哲也 77

3 尾道市A 231 藤原 健吾 70 村上 公俊 80 木曽 泰 81

4 広島市佐伯 243 尾尻 真栄 80 岡留 功治 81 北中 康宏 82

5 世羅町 243 山本 勉 80 山平 尚典 81 西永 隆則 82

6 府中市 243 松本 昌彦 75 井上 和春 84 新山 義登 84

7 三次市 243 藤原 善文 78 宮崎 忠 80 本藤 健治 85

8 福山市B 245 赤川 哲章 78 小林 吉宏 83 金尾 昇 84

9 広島市東 245 竹岡 康晴 77 眞木 光雄 81 藤原 吉元 87

10 広島市安佐北A 246 臼井 稔 73 藤田 巌 84 寺岡 伸二 89

11 廿日市市 249 中谷 桂吾 81 小佐古 忠 81 舩岡 辰彦 87

12 庄原市B 251 宗綱 秀臣 78 吉田 正司 83 瀬尾 二六 90

13 庄原市A 252 瀬藤 徳崇 82 金子 久則 84 金本 順二 86

14 三原市B 253 保手濱 仁 80 西川 鉄雄 82 門松 敏男 91

15 福山市A 254 卯元 啓之 84 松本 直樹 85 牧平 安司 85

16 広島市安佐北B 254 田盛 由紀 81 田辺 哲郎 86 松本 一雄 87

17 安芸高田市 255 大道 義明 80 橋本 芳明 87 土居森 学 88

18 大竹市 257 奥田 浩 81 弘兼 敬芳 85 森田 寿夫 91

19 広島市湯来 258 髙木 一成 80 三澤 和行 85 松村 良正 93

20 神石高原町 260 下原 勝 81 堀井 徹 87 佐藤 知秀 92

21 三原市A 260 中村 仁 81 浮田 邦彦 81 高橋 英晶 98

22 大﨑上島町 261 東谷 隆二 79 渡辺 秀幸 86 福吉 大悟 96

23 広島市安芸区 265 西中 誠 79 水戸 洋二郎 84 東谷 浩治 102

24 府中町 293 近藤 浩 90 竹中 鉱一郎 100 水原 一男 103

尾道市B 岡野 長寿 84 倉田 俊明 86 峯松 亮 棄権

選手名 選手名 選手名

第45回広島県民体育大会ゴルフ競技  【団体戦 男子の部】  

　　　　　大会競技委員長 　柴　 重 徳

広島カンツリー俱楽部 八本松コース

（6,465Yards　Par72）


