
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

くるめ　しゅうさく むらかみ　まこと やまわき　よういち

8:00 1 来米　修作 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙGC 村上　誠 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙGC 山脇　洋一 一般

あき　りゅう にしもり　けんすけ さかい　けんじ いもと　たかのり

8:08 2 安芸　龍 ★ 黒潮CC 西森　健介 一般 酒井　謙治 一般 井元　貴規 一般

いまい　まさる どい　りょうへい なかむら　よしたか まつうら　つとむ

8:16 3 今井　勝 黒潮CC 土居　良平 一般 中村　吉孝 ★ 一般 松浦　勉 一般

はやし　よしあき あらたま　かずや はまだ　かずとし やまだ　ともあき

8:24 4 林　由昭 一般 新玉　和也 ★ 一般 濱田　一利 一般 山田　知明 一般

たけむら　ゆういち やなぎはら　ゆたか さわだ　こういち しんたに　おさお

8:32 5 竹村　祐一 一般 柳原　寛 一般 澤田　浩一 一般 新谷　長男 一般

かわさき　たくみ くまざわ　たかのり いなだ　りょうきち てらお　まさと

8:40 6 川崎　卓巳 黒潮CC 熊澤　孝則 土佐山田GC 稲田　良吉 黒潮CC 寺尾　誠人 黒潮CC

いしかわ　てるとも たかはし　せいじ ほんだ　てつや きら　ひろし

8:48 7 石川　晃大 一般 髙橋　誠司 錦山CC 本田　哲也 ★ ｽｶｲﾍﾞｲGC 吉良　宗 一般

いいお　まさひろ しまだ　よしひろ くぼた　けんりょう ひぐち　ひろゆき

8:56 8 飯尾　政弘 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄCC山陽 島田　義寛 一般 久保田　賢良 一般 樋口　洋行 一般

よこやま　しげお こにし　かずゆき たけしま　ひろし はまだ　たけひと

9:04 9 横山　繁夫 一般 小西　和幸 一般 竹島　宏志 一般 濱田　武仁 一般

まつした　みつひろ のむら　たかお まつうら　しんや はしだ　ゆうき

9:12 10 松下　光広 一般 野邑　孝夫 土佐山田GC 松浦　慎也 錦山CC 橋田　侑樹 土佐CC

しば　くにお たかち　さぶろう やまなか　ゆうじ すぎもと　あつし

9:20 11 芝　邦夫 ★ 一般 髙地　三郎 ﾕｰﾄﾋﾟｱCC 山中　雄司 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙGC 杉本　厚 ﾀｶｶﾞﾜ東徳島GC

いが　よしひと みやけ　しんや たかはし　しんじ もとやま　しげお

9:28 12 伊賀　美仁 一般 三宅　信也 詫間CC 髙橋　真司 ★ 一般 本山　茂男 一般
もりくに　なおゆき いとう　ひさし ながた　かずや きしだ　えいいち

9:36 13 森國　尚雪 錦山CC 伊藤　寿 ★ 一般 永田　和也 琴平CC 岸田　英一 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南GC

よりみつ　たけし よこやま　けんじ おしま　かつのり しみず　たくみ

9:44 14 依光　剛史 一般 横山　健司 一般 尾島　克典 ★ 四国CC 清水　匠 四国CC

さいとう　けいいち たけうち　のぶひろ はまむら　あつし とりや　ひでふみ

9:52 15 齋藤　敬一 一般 竹内　信浩 一般 浜村　敦 土佐ﾕｰﾄﾋﾟｱCC 鳥谷　秀文 土佐ﾕｰﾄﾋﾟｱCC

かみおか　ひろゆき かみおか　しんたろう じんの　ひでかず じんの　ひろたか

10:00 16 上岡　裕幸 ｽｶｲﾍﾞｲGC 上岡　慎太郎 一般 神野　秀和 一般 神野　浩孝 一般

かがわ　てつひろ みつい　まさゆき さかき　ただたか てんぞう　とよひこ

10:08 17 香川　哲廣 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南GC 三井　雅之 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南GC 榊　忠隆 讃岐CC 天造　豊彦 黒潮CC

10:16 18

たきもと　じゅんや たかすか　ふみゆき みねだ　まさお やまもと　ゆうすけ

10:24 19 瀧本　純也 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙGC 高須賀　史享 一般 峯田　正雄 土佐山田GC 山本　祐督 一般

むらかみ　ひでき いしかわ　たかすけ なかばやし　まさひと

10:32 20 村上　秀樹 一般 石川　高祐 一般 中林　正仁 一般

（参加者　74名） ★　シード選手

※誤字脱字がございましたら事前にお知らせ下さい。
　また、シード選手には★印をしておりますが、シードマークが入ってない場合はお知らせ下さい。（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へ届けて下さい。

(0887-33-4455)

日　時　
会　場　

主　催　

第15回　黒潮カップ 成年男子　選考会①　組合せ表

ｽﾀｰﾄ
時刻

令 和 1 年 6 月 23 日
Ｋ ｏ ｃ ｈ ｉ 黒 潮 カ ン ト リ ー ク ラ ブ
（ 6910yard par72 rate73.5 ）

Ｋ Ｕ Ｔ Ｖ テ レ ビ 高 知
Ｋ ｏ ｃ ｈ ｉ 黒 潮 カ ン ト リ ー ク ラ ブ

競技委員長　森　勲


