
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2ラウンド]　2022年6月8日(水)

順位 選手名 所属 +/- TOT 1R 2R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R 2R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R 2R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R 2R OUT IN

★ 1 ＠ 髙田 圭一郎 湯郷石橋Ｇ -10 13466 68(35 33) ★ 杦本 晃一 レオマ高原G +2 14671 75(39 36) 藤井 泰山 ﾘｼﾞｮｰｸﾞﾙｰﾌﾟ +1015477 77(40 37) ＠ 北條 陽雲 湯郷石橋Ｇ +2116586 79(39 40)
★ 2 加藤 龍太郎 フリー -9 13567 68(36 32) ★ ＠ 多田 旺生 四国Ｃ +2 14673 73(36 37) 中武 力 ほっかほっかフーヅ +1015479 75(39 36) 137 ＠ 斎藤 正成 広島紅葉Ｃ +2216679 87(41 46)
★ 坂本 柊人 フリー -9 13568 67(34 33) ★ 釜須 雄基 RIZAP㈱ +2 14672 74(37 37) 文山 宏一 舟入G.G +1015477 77(39 38) ＠ 眞鍋 友規 新居浜C +2216687 79(42 37)
★ 4 ＠ 小川 寿興翔 山口県Ｇ協会 -7 13769 68(32 36) ★ ＠ 田村 軍馬 久万C +2 14670 76(37 39) 94 ＠ 垂水 賢太 新居浜C +1115578 77(39 38) 139 ＠ 松本 瞬乃介 広島国際Ｇ +2316781 86(46 40)
★ 5 西岡 宏晃 志度C -6 13868 70(36 34) ★ 中谷 樹 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ +2 14672 74(41 33) 村上 博亮 ZONE +1115577 78(40 38) ＠ 松下 奏 スカイベイG +2316785 82(40 42)
★ 﨑川 将司 フリー -6 13871 67(32 35) ★ ＠ 田中 愛士 鷹の巣Ｇ +2 14673 73(36 37) ＠ 温井 巧造 柳井Ｃ +1115581 74(35 39) 141 ＠ 西山 幸男 エリエールG +2416886 82(42 40)
★ 7 沖野 克文 舟入G.G -4 14072 68(35 33) ★ ＠ 妻鹿 大也 志度C +2 14673 73(33 40) ＠ 安藤 輝 岡山金陵Ｃ +1115580 75(38 37) 142 ＠ 堀口 獅恩 郷原Ｃ +2617086 84(40 44)
★ 森川 将樹 芸南Ｃ -4 14069 71(32 39) ★ 竹川 雄喜 フリー +2 14676 70(32 38) ＠ 松原 亘孝 広島Ｇ +1115580 75(37 38) 143 ＠ 伊達 充則 広島佐伯Ｃ +2817283 89(46 43)
★ 野田 倫汰郎 3.7.3Golf -4 14072 68(35 33) ★ 54 立花 亮 広島Ｃ +3 14772 75(37 38) 99 ＠ 林 重翔 山口県Ｇ協会 +1215676 80(39 41) ＠ 仁保 健太 広島紅葉Ｃ +2817278 94(46 48)
★ 橋本 ユージーン 西日本ビルド -4 14073 67(35 32) ★ ＠ 竹内 瑛信 北条C +3 14776 71(36 35) ＠ 前田 智徳 鷹の巣Ｇ +1215677 79(42 37) 145 ＠ 戎崎 雅治 宇部７２Ｃ +2917384 89(44 45)
★ 11 新田 哲大 フリー -3 14173 68(35 33) ★ 坂本 圭治 G.select +3 14775 72(37 35) ＠ 小松 大洋 パシフィックG +1215675 81(40 41) 146 ＠ 明坂 颯之 Kochi黒潮C +3217690 86(44 42)
★ 上平 栄道 フリー -3 14171 70(35 35) ★ ＠ 梶谷 駿 たけべの森Ｇ +3 14776 71(35 36) 102 ＠ 熊 裕大 吉備高原Ｃ +1315776 81(41 40) 147 ＠ 沖山 勇 安芸Ｃ +3517988 91(49 42)
★ 石徳 俊樹 広島Ｃ -3 14172 69(37 32) ★ ＠ 久常 優樹 湯郷石橋Ｇ +3 14777 70(35 35) ＠ 勢井 乃樹 山口県Ｇ協会 +1315783 74(37 37) 148 ＠ 倉永 竜輔 志度C +3618096 84(42 42)
★ ＠ 中本 旺希 鷹の巣Ｇ -3 14170 71(37 34) ★ 59 大田 健司 フリー +4 14874 74(34 40) ＠ 三好 謙一郎 レオマ高原G +1315778 79(41 38) 149 ＠ 岡 和輝 出雲空港Ｃ +3918391 92(44 48)
★ ＠ 松井 琳空海 新居浜C -3 14172 69(37 32) ★ 東 大智 フリー +4 14875 73(37 36) ＠ 石倉 幸太 島根Ｇ +1315779 78(38 40) 棄権 ＠ 万藤 正昭 芸南Ｃ 85 ( )
★ 16 ＠ 大嶋 港 新岡山Ｇ -2 14271 71(36 35) ★ 三船 修 真庭Ｃ +4 14876 72(35 37) 106 ＠ 山本 裕也 長船Ｃ +1415881 77(37 40) 棄権 ＠ 美甘 漣音 スカイベイG 76 ( )
★ 田中 大心 広島Ｃ -2 14273 69(34 35) ★ 重友 稜央 悠ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ +4 14872 76(42 34) 山本 豊秀 パシフィックG +1415876 82(41 41) 棄権 ＠ 守谷 征広 赤坂Ｃ 81 ( )
★ 長谷川 祥平 ELECOM -2 14272 70(35 35) ★ 兼本 貴司 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ +4 14877 71(38 33) ＠ 矢野 稜己 西条G +1415879 79(39 40) 棄権 岩渕 博幸 安芸Ｃ 87 ( )
★ 藤井 伸一 すし富 -2 14268 74(37 37) ★ 64 橋本 龍位 HARBOR +5 14972 77(39 38) 109 ＠ 佐竹 杏侍 スカイベイG +1515978 81(43 38)
★ 久志岡 俊海 戸塚C -2 14271 71(36 35) ★ 村上 吉夫 久井Ｃ +5 14975 74(36 38) ＠ 岡 幸樹 島根県Ｇ協会 +1515977 82(40 42)
★ 21 ＠ 亀井 壮汰 琴平C -1 14370 73(36 37) ★ 66 ＠ 岡田 大樹 安芸Ｃ +6 15073 77(37 40) ＠ 中村 哲也 高松グランドC +1515982 77(39 38)
★ 荒木 一貴 鬼ノ城Ｇ -1 14371 72(37 35) ★ 川澄 尚太 山陽Ｇ +6 15075 75(37 38) ＠ 原 鉄太郎 高原Ｇ +1515980 79(38 41)
★ 松本 哲也 RIZAP㈱ -1 14373 70(35 35) ★ 田原 誠二 広島Ｃ +6 15076 74(36 38) ＠ 二井 克助 広島西Ｃ +1515978 81(39 42)
★ 24 立川 祐太 鮎滝C ±0 14472 72(36 36) ★ ＠ 篠原 和樹 レオマ高原G +6 15077 73(38 35) 114 ＠ 吉村 浩樹 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +1616080 80(40 40)
★ ＠ 田所 裕槻 スカイベイG ±0 14472 72(36 36) ★ 桑原 将一 フリー +6 15073 77(38 39) 吉川 弘起 キッカワ +1616083 77(39 38)
★ 阿原 久夫 ZONE ±0 14473 71(34 37) ★ ＠ 安藤 大祐 岡山御津Ｃ +6 15075 75(35 40) ＠ 石田 瑠樹也 山口県Ｇ協会 +1616082 78(39 39)
★ 小田 孝憲 広島Ｃ ±0 14470 74(39 35) ★ 72 ＠ 山内 颯 山口県Ｇ協会 +7 15177 74(34 40) ＠ 佐藤 優也 広島Ｇ +1616080 80(40 40)
★ 吉田 祐基 フリー ±0 14472 72(37 35) ★ BK. ソバハニ フリー +7 15174 77(36 41) 伊良部 裕馬 フリー +1616079 81(44 37)
★ 新里 倫啓 賀茂Ｃ ±0 14471 73(37 36) ★ 浅野 慶一 フリー +7 15178 73(38 35) 119 ＠ 竹内 康晴 北条C +1716182 79(38 41)
★ 30 松原 裕人 呉Ｃ +1 14575 70(36 34) ★ ＠ 福原 渡夢 パシフィックG +7 15176 75(38 37) ＠ 山手 翔悟 広島紅葉Ｃ +1716182 79(41 38)
★ 張本 茂 至誠館大学 +1 14573 72(38 34) ★ ＠ 佐藤 日向 岡山県Ｇ協会 +7 15174 77(42 35) ＠ 眞鍋 晄生 琴平C +1716182 79(36 43)
★ 前田 紘成 土佐C +1 14571 74(37 37) ★ 砂入 雅之 アイエス工房 +7 15175 76(36 40) ＠ 坂本 大賀 広島Ｇ +1716177 84(39 45)
★ 菊山 暢介 フリー +1 14572 73(36 37) ★ ＠ 髙山 大維志 山口県Ｇ協会 +7 15173 78(43 35) ＠ 佐崎 秀介 白竜湖Ｃ +1716183 78(40 38)
★ ＠ 山本 詠太 小豆島ｼｰｻｲﾄﾞG +1 14572 73(36 37) ★ 79 三島 武蔵 悠ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ +8 15277 75(38 37) ＠ 萩原 大己 岡山霞橋Ｇ +1716177 84(41 43)
★ 久志岡 亮 鷹の巣Ｇ +1 14575 70(33 37) ★ ＠ 濱渕 裕生 鳴門Ｃ +8 15280 72(35 37) 125 金島 俊成 フリー +1816280 82(41 41)
★ 西村 一輝 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ +1 14573 72(34 38) ★ ＠ 岩﨑 大地 玉造温泉Ｃ +8 15278 74(37 37) ＠ 露谷 咲真 パシフィックG +1816283 79(39 40)
★ 佐藤 玲太 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ +1 14573 72(36 36) ★ 片岡 英史 長船Ｃ +8 15272 80(43 37) 127 ＠ 前谷 貴之 琴平C +1916382 81(41 40)
★ 関藤 侑嗣 フリー +1 14576 69(35 34) ★ 渡邊 剛志 New World +8 15275 77(39 38) ＠ 吉行 アムロ 賀茂Ｃ +1916380 83(43 40)
★ 弘井 太郎 Kochi黒潮C +1 14572 73(37 36) 84 ＠ 細川 達矢 京覧Ｃ +9 15378 75(38 37) ＠ 三奈木 幸二 中須Ｇ +1916382 81(41 40)
★ 広田 悟 トーシン +1 14575 70(33 37) ＠ 寄田 聖悟 スカイベイG +9 15381 72(37 35) ＠ 船津 良太 井原Ｇ +1916383 80(41 39)
★ 大嶋 宝 フリー +1 14570 75(35 40) 清家 和夫 北海道ﾌﾞﾙｯｸｽC +9 15377 76(38 38) ＠ 廣友 旭 柳井Ｃ +1916379 84(42 42)
★ 池田 優佑 グランプリ +1 14577 68(37 31) ＠ 藤井 和則 新居浜C +9 15377 76(42 34) 132 ＠ 山野 浩二 井原Ｇ +2016482 82(40 42)
★ 43 薮内 啓三 ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾙｽﾞC +2 14673 73(37 36) 88 ＠ 関本 悠希 岡山県Ｇ協会 +1015476 78(38 40) ＠ 大森 英司 庄原Ｃ +2016486 78(38 40)
★ 岡茂 洋雄 鷹の巣Ｇ +2 14675 71(36 35) 竹中 馨 ビックカメラ +1015478 76(39 37) 134 ＠ 関原 薫 和木Ｇ +2116587 78(40 38)
★ 川原 実 観音寺GC +2 14677 69(35 34) 稲田 達二 フリー +1015481 73(35 38) 福家 智洋 フリー +2116583 82(40 42)

★印予選通過者 ＠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)


