
会場：琵琶湖カントリー倶楽部 

期日：2021年８月31日（火）

＃栗東コース ＃三上コース

No. Time No. Time

1 7:30 小西 祐司 京都 栗山 茂 京都 赤尾 大樹 滋賀 木ノ下 誠司 滋賀 1 7:30 鵜川 和久 京都 岡本 晃 京都 中野 勇太郎 大坂 小城 達司 大坂

2 7:38 田中 繁行 滋賀 木戸口 義明 滋賀 吉田 剛 大坂 森田 宣廣 大坂 2 7:38 西山 学 京都 村田 靖司 京都 小林 数誉 徳島 東道 和仁 徳島

3 7:46 梶原 丈敬 京都 冨永 洋史 京都 奥井 道太郎 石川 郷社 大輔 石川 3 7:46 髙野 健汰 大坂 石塚 祥成 大坂 西川 良太 石川 山下 典助 石川

4 7:54 西村 正大 京都 岩田 昭浩 京都 銀岡 聡明 愛媛 室岡 尚宏 兵庫 4 7:54 山下 等 京都 北村 久人 京都 中居 清行 滋賀 岡田 正巳 滋賀

5 8:02 三宅 寛穂 滋賀 井狩 和之 滋賀 内藤 修志 京都 森田 田裕 京都 5 8:02 斎藤 裕明 愛知 岡田 建二 愛知 川中 勲 石川 山口 稔 石川

6 8:10 田原 大志 滋賀 久保山 修 滋賀 小網 潤 石川 小網 つばめ 石川 6 8:10 野村 政克 京都 村上 清造 京都 北林 健児 滋賀 中川 弘樹 滋賀

7 8:18 大道 俊平 奈良 山本 喜久雄 奈良 星山 一也 京都 竹本 貴 京都 7 8:18 渡井 淳一 大坂 嶋本 博文 大坂 西田 新吾 三重 西谷 敏雄 滋賀

8 8:34 中水 滋己 滋賀 浅原 克浩 滋賀 眞田 智史 京都 夜久 晃之 京都 8 8:34 眞銅 孝安 大坂 井上 泰人 大坂 羽渕 繁 兵庫 竹本 浩子 京都

9 8:42 稲垣 宏紀 愛知 小林 晋弥 愛知 谷川 春子 滋賀 池田 綾子 滋賀 9 8:42 生方 将 愛知 毛利 彰宏 愛知 杉田 和宣 三重 堀 善成 三重

10 8:50 岩本 昌丈 滋賀 我妻 研吏 滋賀 川角 圭祐 石川 酒谷 正志 石川 10 8:50 吉川 美弘 京都 吉川 繁雄 京都 辻村 昇 滋賀 松下 浩二 滋賀

11 8:58 内田　 貞至 東京 田中 伸明 香川 荻野 裕司 京都 杉本 武士 大坂 11 8:58 野村 嘉樹 京都 林 祐一 大坂 木田 義彦 大坂 下浦 勝也 大坂

12 9:06 青谷 忠輝 滋賀 端野 正 大坂 山根 英彦 滋賀 太田 浩之 京都 12 9:06 西川 雅彦 滋賀 柿田 祐 滋賀 柴田 正和 愛知 野口 友希 愛知

13 9:14 谷 和彦 大坂 高田 真規子 大坂 谷川 雅和 福井 谷川 小百合 福井 13 9:14 新家 俊樹 石川 新家 重隆 石川 西脇 淳司 岐阜 日下部 匠 大坂

14 9:22 落井 良孝 福井 奥村 敏幸 福井 広川 也未 滋賀 野古 史恵 京都 14 9:22 今西 康博 福井 高島 功一 福井 浅田 卓司 滋賀 大道 洋一 滋賀

15 9:38 市橋 直人 福井 坂下 昇 福井 和田 剛 奈良 岡本 信幸 大坂 15 9:38 斎藤 泰隆 福井 新清 秀樹 福井 太田 悟史 三重 廣島 秀人 三重

16 9:46 森田 泰生 三重 平井 昭 三重 荒井 裕子 福井 加藤 絵理 福井 16 9:46 宮嶋 真也 滋賀 宮嶋 哲也 滋賀 浅野 和美 福井 高山 奈美 福井

17 9:54 岩本 三四郎 滋賀 内林 久徳 滋賀 池田 宣明 大坂 伊藤 豊 大坂 17 9:54 平澤 弘 愛知 内藤 昌浩 愛知 冨田 由香里 福井 鈴木 美和 福井

18 10:02 石田 里志 大坂 中田 正直 大坂 加藤 敏 福井 宇坪 啓太郎 福井 18 10:02 大山 倫寛 滋賀 伊藤 貴広 滋賀 大竹 秀人 三重 大竹 輝成 三重

19 10:10 藤田 鉄也 滋賀 上村 哀希 滋賀 松倉 慶与 大坂 有馬 伸久 兵庫 19 10:10 山岸 昭 滋賀 石水 孝彦 滋賀 藤本 和 京都 新井 勇 京都

20 10:18 松野 賢二 滋賀 古澤 聖二 滋賀 明石 俊治 大阪 野村 茂 兵庫 20 10:18 籔下 修司郎 京都 籔下 宏次郎 京都 冨田 一生 大坂 原田 晋 大坂

※スタート時間8分間隔の繰り返し（7組、14組後にクッションあり） ※使用ティ／ 男性：黒、シニア：青、女性：赤

ゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP 2021


