
第16回　黒潮カップ 成年男子　選考会①　スタート表

OUTスタート（黒潮アウトコース） INスタート（黒潮インコース）
組 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属 組 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属

さだ　やすし たかはし　まこと かんなか　じゅん たきた　ゆうじ ふじもと　とよひこ ふじもと　なおと ふじもと　とわ やまさき　みつのり

1 佐田　康 土佐CC 高橋　誠 一般 神中　淳 ★ 高原GC 瀧田　裕二 ★ 琴平CC 8:45 1 藤本　豊彦 土佐CC 藤本　直人 一般 藤本　永遠 一般 山崎　光則 一般
あらたま　かずや はやし　よしあき やまわき　よういち みよし　かずお いとう　よしひさ みねだ　まさお たかすか　ふみゆき いわい　

2 新玉　和也 ★ 一般 林　由昭 一般 山脇　洋一 スカイヒルGC 三好　一男 土佐CC 8:53 2 伊藤　善久 一般 峯田　正雄 土佐山田GC 高須賀　史享 一般 岩井　聡光 一般
ごうだ　おさむ かとう　しゅん ごうだ　てつお ごうだ　たいら まつした　みつひろ さたけ まさみ ささうら　ひろゆき にし　かずお

3 合田　修 一般 加藤　瞬 一般 合田　哲夫 一般 合田　平 一般 9:01 3 松下　光弘 土佐山田GC 佐竹　正望 一般 笹浦　寛之 土佐山田GC 仁志　和男 ★ 土佐山田GC

おかむら　じゅん せんとう　ひとし たけだ　けいいち しももと　たかふみ こやま　まさひで くぼかわ　まもる まつもと　たくや いとう　ひさし

4 岡村　淳 一般 専当　仁志 一般 竹田　啓一 一般 下元　貴文 一般 9:09 4 小山　政秀 黒潮CC 窪川　守 土佐山田GC 松本　卓也 一般 伊藤　寿 グリーンフィールGC

にしやま　かずふみ ながとも　ゆうき くぼ　しげのり まつうら　つとむ もりお　えいすけ いて　たいが うだ　しんや まつうら　よしたか

5 西山　和史 四万十CC 長友　勇気 一般 久保　重憲 四万十CC 松浦　勉 一般 9:17 5 森尾　栄介 一般 射手　大河 錦山CC 宇田　晋也 土佐CC 松浦　佳貴 一般
おおの　たくま おかむら　ともひろ とだ　たいせい やの　のりふみ まつおか　よしお すぎやま　たいが くろかわ　いつき いちかわ　ひでお

6 大野　拓真 一般 岡村　智宏 一般 戸田　泰生 一般 矢野　憲史 グリーンフィールGC 9:25 6 松岡　芳夫 一般 杉山　大雅 ★ 一般 黒川　逸輝 讃岐CC 市川　秀夫 グランディ鳴門GC

よりみつ　たけし よこやま　けんじ たきもと　じゅんや はしもと　こうじ かとう　わたる くろかわ　こうき なるおか　ひでかず よしおか　まさひろ

7 依光　剛史 一般 横山　健司 グリーンフィールGC 瀧本　純也 グリーンフィールGC 橋本　幸司 一般 9:33 7 加藤　渉 屋島CC 黒川　航輝 讃岐CC 成岡　秀和 一般 吉岡　政浩 黒潮CC
おおの　やすひろ さかもと　たつや いずみ　まさみち かわむら　ひでき じんの　ひろたか かわた　しゅういち いとう　たけと たかはし　えいじ

8 大野　恭寛 ★ パシフィックGC 坂本　竜也 一般 泉　正道 一般 川村　英樹 土佐CC 9:41 8 神野　浩孝 一般 川田　修一 滝宮CC 伊東　健人 一般 高橋　英司 一般
あかせ　じゅんじ しらいし　しげる なかむら　こうじ あかし　てるまさ なべしま　ひろゆき くぼ　ひろのぶ かとう　てつや やまさき　きみひろ

9 赤瀬　淳治 一般 白石　茂 今治CC 中村　浩二　 今治CC 明石　照正　 今治CC 9:49 9 鍋島　寛之 土佐山田GC 久保　浩宣 ★ 黒潮CC 加藤　哲也 パシフックGC 山﨑　公博 グリーンフィールGC

ささおか　とものり とくむら　たかひろ たなべ　しんや まつうら　しんや

10 笹岡　知則 一般 徳村　孝裕 グリーンフィールGC 田鍋　信也 スカイベイGC 松浦　慎也 錦山CC 9:57 10

11 10:05 11

12 10:13 12

13 10:21 13

14 10:29 14

15 10:37 15

16 10:45 16

17 10:53 17

18 11:01 18

（参加者　76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ります。 日　時　
2.マーカーは、次打者、最終打者のマーカーは第１打者とします。 会　場　
3.病気、事故などのため参加を取りやめる場合は、必ず事前にＫｏｃｈｉ黒潮カントリークラブ（0887-33-4455）へ届けて下さい。
4.無断欠場は、来年度の当該競技を含め、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いたします。 主　催　

競技委員長　森　勲

★　シード選手

令 和 3 年 7 月 29 日

Ｋ Ｕ Ｔ Ｖ テ レ ビ 高 知

ｽﾀｰﾄ
時刻

Ｋ ｏ ｃ ｈ ｉ 黒 潮 カ ン ト リ ー ク ラ ブ
（ 6890yard par72 rate73.5 ）
Ｋ ｏ ｃ ｈ ｉ 黒 潮 カ ン ト リ ー ク ラ ブ

インコーススタートの選手は、スタート15分前にスタートホールに向かいます

のでスタート室前に停車している各自のカートに乗車してお待ち下さい。 


