
黒潮アウトコース
組 氏　名 予選 所　属 氏　名 予選 所　属 氏　名 予選 所　属 氏　名 予選 所　属

ハタ　ユァシ よこた　のぶよ

8:00 1 秦　躍溪 95 黒潮CC 横田　伸世 91 グリーンフィールGC

おかだ　ともこ きたおか　ゆか なかたに　はるひ

8:08 2 岡田　朋子 85 土佐CC 北岡　由加 81 グリーンフィールGC 中谷　美陽 79 松山国際ゴルフ倶楽部

いの　しんいちろう にしもり　のぶお やの　としゆき みうら　いくお

8:16 3 猪野　進一郎 82 土佐CC 西森　信雄 80 新居浜CC 矢野　俊幸 78 新居浜CC 三浦　幾雄 78 土佐CC

いわしま　としお おがわ　いくお もりうち　みちお ながの　ますみち

8:24 4 岩島　敏男 77 こんぴらレイクサイドGC 小川　育夫 77 黒潮CC 森内　道男 75 土佐CC 永野　益教 75 黒潮CC

あき　りゅう やまさき　きみひろ なんじょう　のぶひこ やまさき　まさひと

8:32 5 安芸　龍 85 一般 山﨑　公博 85 グリーンフィールGC 南條　信彦 85 一般 山崎　正仁 85 KGA

さとう　こうじ さだ　やすし ふじもと　とよひこ こんどう　たつや

8:40 6 佐藤　弘次 85 タカガワ新伊予GC 佐田　康 84 土佐CC 藤本　豊彦 84 土佐CC 近藤　達也 84 一般

ながの　あきら やすだ　なみお くぼ　ひろのぶ たけうち　ゆうき

8:48 7 永野　明 83 高知GC 安田　浪男 83 スカイヒルGC 久保　浩宣 83 黒潮CC 竹内　裕紀 83 一般

おくもと　じゅん うだ　だいすけ さわだ　こういち たかはし　しんじ

8:56 8 澳本　淳 83 四万十CC 宇田　大祐 83 土佐CC 澤田　浩一 82 一般 髙橋　真司 82 一般

みやおか　かつひさ くぼうち　まこと わたなべ　しょういち たけうち　かずお

9:04 9 宮岡　勝久 82 黒潮CC 窪内　晶 82 一般 渡辺　正一 81 一般 竹内　和雄 81 錦山CC

かんだ　あつし ふかわ　ひろし くすのせ　まさあき かもと　ひであき

9:12 10 神田　篤 80 スカイベイGC 普川　浩 80 一般 楠瀬　正晃 80 スカイベイGC 加本　秀明 79 徳島CC

はぎの　ひょうた まつもと　みつお なかむら　よしたか どい　かずのり

9:20 11 萩野　俵多 79 黒潮CC 松本　充夫 79 土佐山田GC 中村　吉孝 78 一般 土居　一憲 77 グリーンフィールGC

やまうち　かつのり おかざき　たくお なんぶ　たかのり

9:28 12 山内　勝徳 77 土佐山田GC 岡﨑　拓郎 77 黒潮CC 南部　高憲 77 一般

にしおか　よしかず のせ　みつひで おがさわら　よしみち

9:36 13 西岡　義和 76 四万十CC 能勢　充英 76 土佐CC 小笠原　義通 75 黒潮CC

たけむら　あつひこ おかむら　りゅう ふじい　かずのり

9:44 14 竹村　厚彦 75 スカイベイGC 岡村　龍 74 四万十CC 藤井　和則 74 今治CC

にし　かつひろ いのうえ　ともかず たにもと　いちろう

9:52 15 西　勝弘 74 新居浜GC 井上　智一 69 パシフィックGC 谷本　伊知郎 69 高松グランドCC

（参加者　53名）

（注意事項）
1.欠席者のあった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.マーカーは、次打者、最終打者のマーカーは第１打者とする。
3.病気、事故などのため参加を取りやめる場合は、Ｋｏｃｈｉ黒潮カントリークラブ(濵口）またはＫｏｃｈｉ黒潮カントリークラブへ届けて下さい。

(0887-33-4455)

4.無断欠場は来年度の該当競技を含め、1年間Ｋｏｃｈｉ黒潮カントリークラブ主催競技への出場を停止させていただきます。

日　時　
会　場　
シニア　
レディス　
成年男子
主　催　

（ 5400yard par72 rate71.5 ）
（ 7200yard par72 rate74 ）
Ｋ ｏ ｃ ｈ ｉ 黒 潮 カ ン ト リ ー ク ラ ブ
Ｋ Ｕ Ｔ Ｖ テ レ ビ 高 知

第12回　黒潮カップ決勝　組合せ表

ｽﾀｰﾄ
時刻

競技委員長　竹中　幸市
平 成 28 年 10 月 27 日 ( 木 )
Ｋ ｏ ｃ ｈ ｉ 黒 潮 カ ン ト リ ー ク ラ ブ
（ 6500yard par72 rate71.3 ）


