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

あき　りゅう にしもり　けんすけ くぼうち　まこと きしだ　

8:00 1 安芸　龍 ★ 黒潮CC 西森　健介 スカイベイ 窪内　晶 一般 岸田　耕昇 一般

さかい　けんじ さかがみ　まこと いもと　たかのり なかむら　よしたか

8:08 2 酒井　謙治 スカイベイ 坂上　誠 黒潮CC 井元　貴規 一般 中村　吉孝 ★ 一般

いまい　まさる どい　りょうへい のむら　たかお まつした　みつひろ

8:16 3 今井　勝 黒潮ＣＣ 土居　良平 一般 野邑　孝夫 土佐山田GC 松下　光広 一般

かみおか　しんたろう かみおか　ひろゆき いおき　まさやす 0

8:24 4 上岡　慎太郎 一般 上岡　裕幸 一般 伊尾木　誠康 一般 選考会① 0

いなだ　りょうきち てらお　まさと しももと　だいすけ まえだ　りゅう

8:32 5 稲田　良吉 土佐山田GC 寺尾　誠人 黒潮CC 下元　大介 一般 前田　龍 一般

ひらやま　まさや いけざわ　けい くまざわ　たかのり たかしま　よういちろう

8:40 6 平山　雅也 土佐山田GC 池澤　慶 一般 熊澤　孝則 土佐CC 髙島　陽一郎 土佐山田GC

たかはし　しんじ もとやま　しげお いちりゅう　れいじ たかはし　まこと

8:48 7 高橋　真司 ★ 一般 本山　茂男 一般 一柳　礼二 土佐CC 高橋　誠 一般

やまなか　ゆうじ すぎもと　あつし しば　くにお わたべ　たけし

8:56 8 山中　雄司 一般 杉本　厚 ﾀｶｶﾞﾜ東徳島 芝　邦夫 一般 渡辺　武 一般

なかがわ　いわお ふじい　しょうぞう いのうえ　かずゆき くりはら　こうじ

9:04 9 中川　厳 一般 藤井　省三 一般 井上　和之 一般 栗原　耕治 一般

やまさき　かずひろ いしかわ　てるとも ほんだ　てつや なるおか　ひでかず

9:12 10 山﨑　一宏 土佐ﾕｰﾄﾋﾟｱCC 石川　晃大 一般 本田　哲也 ★ スカイベイ 成岡　秀和 スカイベイGC

むらかみ　ひでき なかばやし　まさひと いしかわ　たかすけ 0

9:20 11 村上　秀樹 一般 中林　正仁 一般 石川　高祐 一般 選考会① 0

ほそかわ　しげき よしおか　ひろのり かわぐち　ゆうき たにもと　ひとし

9:28 12 細川　茂樹 一般 吉岡　弘訓 一般 川口　祐輝 一般 谷本　仁 一般

みずぐち　たかあき ありき　まこと たかはし　まさき おおきた　えいじ

9:36 13 水口　亨明 讃岐CC 有木　眞 一般 高橋　將城 高松グランドCC 大喜多　英治 一般

しももと　えいじ たくま　りょう にしもり　りょうた たけむら　ゆういち

9:44 14 下元　鋭二 一般 宅間　亮 一般 西森　良太 ★ グリーンフィールGC 竹村　祐一 一般

0 0 0 0

9:52 15 選考会① 0 選考会① 0 選考会① 0 選考会① 0

かがわ　ゆうき はぎやま　けんじ にしだ　ゆうすけ おおばやし　りょう

10:00 16 香川　雄貴 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南GC 萩山　賢二 一般 西田　悠佑 一般 大林　竜 一般

みつい　まさゆき かがわ　てつひろ さかき　ただたか おしま　かつのり

10:08 17 三井　雅之 タカガワ新琴南GC 香川　哲廣 タカガワ新琴南GC 榊　忠隆 讃岐CC 尾島　克典 ★ 四国CC

ながた　かずや よねだ　さとる ますだ　ひろし よしひろ　こうじ

10:16 18 永田　和也 一般 米田　哲 阿南CC 増田　宙 一般 吉廣　幸治 ﾀｶｶﾞﾜ東徳島GC

みやけ　しんや よりみつ　たけし いが　よしひと よこやま　けんじ

10:24 19 三宅　信也　 詫間CC 依光　剛史 一般 伊賀　美仁 一般 横山　健司 一般

みやけ　かずし とりや　ひでふみ きしだ　えいいち はまむら　あつし

10:32 20 三宅　一志 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南 鳥谷　秀文 土佐ユートピアCC 岸田　英一 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南 浜村　敦 土佐ﾕｰﾄﾋﾟｱCC

まえかわ　きよたか むらかみ　まこと とくひろ　なりやす くるめ　しゅうさく

10:40 21 前川　清太 高松CC 村上　誠 グリーンフィールGC 徳弘　成康 詫間CC 来米　修作 グリーンフィールGC

まるおか　かつひさ いけだ　えいじ かまだ　まなぶ いわもと　まさとし

10:48 22 丸岡　克壽 一般 池田　英司 詫間CC 鎌田　学 詫間CC 岩本　正寿 琴平CC

いいお　まさひろ じんの　ひろたか にしもり　まさと じんの　ひでかず

10:56 23 飯尾　政弘 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄCC山陽 神野　浩孝 一般 西森　将人 土佐CC 神野　秀和 一般

まつうら　つとむ もりさか　ひろゆき きたおか　けんいち よしはら　たつお

11:04 24 松浦　勉 一般 森坂　広行 一般 北岡　謙一 土佐ユートピアCC 吉原　龍生 一般

ささおか　とものり とくむら　たかひろ やまさき　のりたか とくむら　おさむ

11:12 25 笹岡　知則 一般 徳村　孝裕 錦山CC 山﨑　哲孝 グリーンフィールGC 徳村　脩 グリーンフィールGC

11:20 26

（参加者　100名） ★　シード選手

※誤字脱字等、誤りがございましたら事前にお知らせ下さい。（0887-33-4455）

（注意事項）
1.欠席者のあった場合は、組合せを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へ届けて下さい。

(0887-33-4455)

日　時　
会　場　

主　催　
Ｋ Ｕ Ｔ Ｖ テ レ ビ 高 知

第14回　黒潮カップ選考会②　組合せ表

Ｋ ｏ ｃ ｈ ｉ 黒 潮 カ ン ト リ ー ク ラ ブ

競技委員長　日和﨑　二郎

ｽﾀｰﾄ
時刻

平 成 30 年 6 月 24 日 ( 日 )
Ｋ ｏ ｃ ｈ ｉ 黒 潮 カ ン ト リ ー ク ラ ブ
（ 6970yard par72 rate73.5 ）


