
会場：ABCゴルフ倶楽部　

期日：2021年9月24日（金）

　#1 Tee（ＯＵＴ） 　#10 Tee（ＩＮ）

No. Time No. Time

1 7:30 浮田 智志 大阪 歸山 幸彦 大阪 山下 恭平 兵庫 福本 徹 兵庫 1 7:30 三井 昭三 大阪 江見 基嗣 奈良 坂本 徹 兵庫 寺口 真一郎 兵庫

2 7:38 石川 慎一郎 大阪 向井 順一郎 奈良 古堅 宗一 沖縄 浜川 忍 沖縄 2 7:38 高田 弘司 大阪 濱田 光邦 大阪 加藤 時彦 兵庫 田中 正治 兵庫

3 7:46 小林 泰之 京都 片山 尚志 京都 大江 利治 兵庫 平山 大介 兵庫 3 7:46 橘高 寿明 兵庫 池田 英俊 兵庫 大和久 郁夫 和歌山 細野 泰弘 和歌山

4 7:54 下根 俊之 和歌山 左近 哲也 大阪 渡邊 将人 兵庫 高瀬 直人 兵庫 4 7:54 後藤 誠司 兵庫 太田 直哉 兵庫 坂本 浩規 和歌山 風神 充宏 和歌山

5 8:02 瀧田 大護 愛媛 瀧田 裕二 愛媛 中川 幸次 大阪 山崎 幸二 和歌山 5 8:02 高山 慎一郎 広島 砂田 恭延 広島 加登 隆太 大阪 陸橋 秀規 大阪

6 8:10 木原 敏夫 大阪 源野 英輝 大阪 浜野 哲行 滋賀 棚町 義博 京都 6 8:10 井手尾 力 熊本 高村 博臣 熊本 澤江 太郎 大阪 大山 一平 大阪

7 8:18 加藤 肇悟 大阪 久保 雅史 大阪 橋本 嘉郎 兵庫 米田 幹雄 兵庫 7 8:18 篠原 淳志 愛媛 神野 浩二 愛媛 渡邉 和隆 京都 木下 博史 京都

8 8:26 寺尾 恒則 愛媛 玉井 浩二 愛媛 小松 範行 大阪 丸石 勝也 大阪 8 8:26 里 和紀 兵庫 里 英樹 兵庫 森 威仁 大阪 岡田 安代 三重

9 8:34 中野 耕治 兵庫 三野宮 秀男 兵庫 東 邦展 和歌山 木下 仁恵 和歌山 9 8:34 山﨑 育男 島根 三原 明典 島根 村上 守 大阪 藤本 守 大阪

10 8:42 松木 諒 愛媛 芝田 淳ニ 愛媛 田中 規仁 奈良 山本 誠二 大阪 10 8:42 入江 友規 大阪 部谷 雄一 兵庫 井田 憲男 和歌山 丸山 雅規 和歌山

11 8:58 中岡 茂 和歌山 前川 政広 和歌山 竹田 天心 大阪 茶木 才斉 大阪 11 8:58 新田 雄史 三重 菊地 孝平 静岡 陣内 俊和 京都 加藤 雅史 京都

12 9:06 石田 敬宏 奈良 伏木 孝司 大阪 羽藤 嘉人 兵庫 北山 英則 兵庫 12 9:06 渡邊 慎弥 大阪 芦田 義孝 兵庫 溝元 三久馬 兵庫 前田 有史 兵庫

13 9:14 中田 達也 大阪 倉田 省吾 大阪 船本 健二 兵庫 林 英樹 兵庫 13 9:14 油谷 喜光 大阪 中山 啓一 大阪 尾崎 徳夫 高知 岡田 朋子 高知

14 9:22 愛宕 良英 兵庫 高本 拓真 兵庫 上岡 昌久 愛媛 若藤 将一 愛媛 14 9:22 杉本 尚斉 大阪 小山 秀男 大阪 磯田 基希 岡山 田中 優多 岡山

15 9:30 永島 佑太郎 大阪 青木 太志 福岡 西出 嘉孝 京都 南出 正美 京都 15 9:30 朝日 優磨 京都 梅本 優介 大阪 東川 貴俊 大阪 西島 仁之 奈良

16 9:38 阪本 和紀 大阪 福本 幸人 大阪 山本 隆志 兵庫 藤田 安浩 兵庫 16 9:38 冨田 秀一 大阪 柿花 泰之 大阪 松本 充弘 石川 小野 一也 石川

17 9:46 村田 明弘 兵庫 堤 健治 兵庫 高田 美子 大阪 多田 裕美 大阪 17 9:46 正岡 慎司 愛媛 細川 琢磨 愛媛 笠松 理恵 大阪 矢ヶ﨑 則子 大阪

18 9:54 守谷 征広 岡山 守谷 敦子 岡山 柳谷 充伸 大阪 柳谷 茂子 大阪 18 9:54 呉 尚秀 大阪 安田 昇 兵庫 谷口 崇 徳島 吉田 和弘 徳島

19 10:02 森 保雄 大阪 牧之瀬 武史 大阪 森本 浩史 兵庫 前田 冨士男 兵庫 19 10:02 吉村 佳明 兵庫 土山 高史 大阪 古川 剛 大阪 古川 陽子 大阪

20 10:10 竹下 津一 兵庫 加藤 正治 大阪 熊谷 久志 京都 田中 雅弘 京都 20 10:10 酒見 俊之 兵庫 橋本 幸治 大阪 中谷 光一 大阪 山下 嘉信 兵庫

21 10:18 金沢 寛治 京都 中井 敏太 京都 山根 豪人 兵庫 中野 諭 兵庫 21 10:18 日高 洋介 大阪 渡瀬 克典 兵庫 田丸 収一 大阪 原 世志之 大阪

※スタート時間：8分間隔（10組後にクッションあり） ※使用ティ／ 男性：緑、シニア：青、女性：赤

ゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP 2021	


