
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
いちりゅう　ひろこ よしい　さとか くわな　ちなつ おかだ　ともこ

8:00 1 一柳　裕子 83 パシフィックGC 吉井　聡佳 87 一般 桒名　千夏 88 一般 岡田　朋子 90 黒潮ＣＣ

はやみ　まゆ よねむら　あけみ なかやま　みなこ なかごし　くみ

8:08 2 早水　麻由 78 黒潮CC 米村　朱美 78 グリーンフィールGC 中山　美奈子 80 スカイベイGC 中越　久美 83 スカイベイGC

まつした　ふとし みやおか　かつひさ なるみ　みきお

8:16 3 松下　太 77 松山国際GC 宮岡　勝久 81 黒潮CC 成見　幹男 81 大洲GC

おかもと　かずひこ まつやま　けいぞう おがわ　いくお ふくおか　こうじ

8:24 4 岡本　和彦 70 土佐ユートピアCC 松山　慶三 71 高知GC 小川　育夫 75 黒潮CC 福岡　浩二 75 愛媛GC

うえた　しんや はやし　よしあき うたみ　しょうじ はやし　たかのり

8:32 5 植田　晋也 86 土佐CC 林　由昭 86 錦山CC 宇田見　将司 87 土佐CC 林　孝典 87 タカガワ新琴南GC

はせがわ　ゆたか たけうち　ゆうすけ やまわき　よういち にし　かずお

8:40 6 長谷川　豊 85 サンライズヒルズCC 竹内　裕亮 85 一般 山脇　洋一 85 スカイヒルGC 仁志　和男 85 土佐山田GC

やの　のりふみ みよし　かずお なかむら　よしたか ひらやま　たくや

8:48 7 矢野　憲史 84 グリーンフィールGC 三好　一男 84 土佐CC 中村　吉孝 85 土佐山田GC 平山　卓也 85 一般

あらたま　かずや すえつぐ　すすむ のじま　みずほ さかい　けんじ

8:56 8 新玉　和也 83 錦山CC 末次　進 83 一般 野島　瑞穂 83 一般 酒井　謙治 84 黒潮CC

くぼ　ひろのぶ かみおか　しんたろう まえたに　たかゆき あかせ　たかゆき

9:04 9 久保　浩宣 82 黒潮CC 上岡　慎太郎 82 一般 前谷　貴之 82 琴平CC 赤瀬　嵩幸 83 今治CC

たけうち　かずお なかひら　みきお たどころ　ひろき やまさき　けん

9:12 10 竹内　和雄 80 錦山CC 中平　幹夫 80 一般 田所　裕槻 81 スカイベイGC 山﨑　賢 82 スカイベイGC

なるみ　まさあき すぎやま　たいが わだ　よしはる たかはし　しんじ

9:20 11 成見　政昭 78 大洲GC 杉山　大雅 78 一般 和田　嘉晴 78 一般 髙橋　真司 78 一般

おしま　かつのり ながた　しんたろう きのした　けいすけ

9:28 12 尾島　克典 75 サンライズヒルズCC 長田　慎太郎 76 スカイベイGC 木下　圭介 76 一般

もりうち　のぶたか かどた　だいすけ なかがわ　しょうた

9:36 13 森内　信隆 74 松山シーサイドCC 門田　大助 75 錦山CC 中川　聖太 75 一般

とりい　りゅうき かとう　わたる いのうえ　ともかず

9:44 14 鳥井　隆貴 72 一般 加藤　渉 73 屋島CC 井上　智一 73 土佐ユートピアCC

かがわ　りお たにもと　いちろう ふじい　かずのり

9:52 15 香川　凛央 69 西条GC 谷本　伊知郎 71 高松グランドCC 藤井　和則 71 今治CC

（参加者　55名）
※誤字脱字がございましたら事前にお知らせ下さい。（0887-33-4455）

★印の方は本戦出場有資格者

（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　
主　催　

レディス　
シニア　
成年男子

第17回　黒潮カップ本選決勝　組合せ表

ｽﾀｰﾄ
時刻

競技委員長　森　勲

令 和 4 年 8 月 18 日 ( 木 )

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

（ 6415yard par72 rate71.3 ）
（ 5240yard par72 rate70.4 ）

（ 7130yard par72 rate73.9 ）


