
第16回　黒潮カップ選考会②　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

かたおか　だいち ひさかわ　りゅうた かりや　ともあき やすだ　なみお しんたに　おさお いちえん　みきお みたに　けいじ おかむら　さとる

1 片岡　大知 一般 久川　龍太 一般 刈谷　友昭 一般 安田　浪男 ★ 四万十CC 8:00 1 新谷　長男 土佐山田GC 一圓　幹生 一般 三谷　恵司 土佐山田GC 岡村　悟 土佐CC
あき　りゅう さかい　けんじ にしもり　けんすけ かりや　なおき こんどう　たつや えんどう　かずや ももた　まさし いけじ　なおふみ

2 安芸　龍 黒潮CC 酒井　謙治 黒潮CC 西森　健介 一般 刈谷　直樹 錦山CC 8:08 2 近藤　達也 土佐CC 圓藤　和也 一般 百田　雅司 一般 池地　尚文 一般
しももと　だいすけ くまざわ　たかのり てらお　まさと いなだ　りょうきち いしかわ　てるとも きら　ひろし たかはし　せいじ たにもと　たけし

3 下元　大介 土佐山田GC 熊澤　孝則 土佐山田GC 寺尾　誠人 土佐山田GC 稲田　良吉 土佐山田GC 8:16 3 石川　晃大 一般 吉良　宗 錦山CC 高橋　誠司 錦山CC 谷本　武 一般
ひらやま　たくや うたみ　しょうじ のじま　みずほ うえた　しんや さいとう　けいいち なかひら　よう おおの　しげる なかひら　みきお

4 平山　卓也 一般 宇田見　将司 黒潮CC 野島　瑞穂 一般 植田　晋也 ★ 土佐CC 8:24 4 齋藤　敬一 一般 中平　洋 一般 大野　茂 スカイベイGC 中平　幹夫 一般
あけさか　そうし みもと　けんたろう みねだ　まさお たかすか　ふみゆき いしむら　まこと すえつぐ　すすむ たにおか　かつとし くすのせ　まさあき

5 明坂　颯之 黒潮CC 三本　健太朗 一般 峯田　正雄 土佐山田GC 高須賀　史享 一般 8:32 5 石村　誠 一般 末次　進 一般 谷岡　克敏 一般 楠瀬　正晃 一般
よりみつ　たけし よこやま　けんじ はまだ　かずとし なかうえ　やすなり まつうら　つとむ てんぞう　とよひこ ささおか　こうじ しおた　ふみのり

6 依光　剛史 一般 横山　健司 グリーンフィールGC 濱田　一利 一般 中上　康成 一般 8:40 6 松浦　勉 一般 天造　豊彦 黒潮CC 笹岡　浩二 一般 塩田　文範 一般
さたけ　まさみ ささうら　ひろゆき にし　かずお なかむら　よしたか かわの　みちあき おがわ　くんいち くすのき　なおかず ほんだ　てつや

7 佐竹　正望 土佐山田GC 笹浦　寛之 土佐山田GC 仁志　和男 ★ 土佐山田GC 中村　吉孝 ★ 土佐山田GC 8:48 7 河野　通明 グリーンフィールGC 小川　勲一 グリーンフィールGC 楠　直和 グリーンフィールGC 本田　哲也　 スカイベイGC

さたけ　ようへい やぎ　とみお たけい　ますお なかがわ　いわお ふるや　たかゆき やまだ　ぶんや やはた　たかし とくぜん　のりひこ

8 佐竹　洋平 一般 矢木　富雄 一般 竹井　真素夫 一般 中川　巌 一般 8:56 8 古谷　隆行 一般 山田　文哉 一般 八幡　峰 一般 徳善　紀彦 一般
はしざき　さとる かがわ　てつひろ みつい　まさゆき さかき　ただたか なかおか　まさたか わたなべ　しょういち きざわ　たいち たきもと　じゅんや

9 橋崎　悟 タカガワ新琴南CC 香川　哲廣 タカガワ新琴南GC 三井　雅之 タカガワ新琴南GC 榊　忠隆 讃岐CC 9:04 9 中岡　真孝 一般 渡辺　正一 一般 木澤　太一 一般 瀧本　純也 グリーンフィールGC

なかごし　ひろのり さいち　じゅうはち かわむら　しんいち まつした　みつひろ いしかわ　たかすけ なかばやし　まさひと むらかみ　ひでき かどた　だいすけ

10 中越　浩徳 一般 齋地　十八 一般 川村　進一 パシフィックGC 松下　光弘 土佐山田GC 9:12 10 石川　高祐 一般 中林　正仁 一般 村上　秀樹 一般 門田　大助 錦山CC
みやたに　かずたか おおの　さとし ふるかわ　けい こばやし　きよし よこい　たかし よしだ　たかし いわもと　まさとし

11 宮谷　一敬 詫間CC 大野　智史 一般 古川　慧 一般 9:20 11 小林　潔 一般 横井　孝司 琴平CC 吉田　敬 一般 岩本　正寿 琴平CC
おしま　かつのり たけした　たかひろ やまもと　はるたけ ますだ　しんすけ まるおか　かつひさ かまだ　まなぶ まえかわ　きよたか いけだ　えいじ

12 尾島　克典 ★ 四国CC 竹下　高弘 一般 山本　晴丈 一般 増田　真介 一般 9:28 12 丸岡　克壽 一般 鎌田　学 詫間CC 前川　清太 高松CC 池田　英司 詫間CC
いが　よしひと かがわ　なおき みやけ　かずし やました　やすあき いまい　まさる さかがみ　まこと どい　りょうへい たかはし　しんじ

13 伊賀　美仁 琴平CC 香川　直樹 琴平CC 三宅　一志 タカガワ新琴南GC 山下　安亮 一般 9:36 13 今井　勝 黒潮CC 坂上　誠 黒潮CC 土居　良平 一般 高橋　真司 一般
きしだ　えいいち みやけ　しんや ますだ　ひろし ごうだ　たけひと

14 岸田　英一 タカガワ新琴南GC 三宅　信也 琴平CC 増田　宙 エリエールGC 合田　岳人 エリエールGC 9:44 14

15 9:52 15

16 10:00 16

17 10:08 17

18 10:16 18

（参加者　107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 8 月 1 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
（ 6890yead 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。 


