
会場：愛知カンツリー倶楽部 東山コース

期日：2021年11月1日（月）

1 Tee（ＯＵＴ）　 10 Tee（ＩＮ）

No. Time No. Time

1 7:30 中村 昌嗣 三重 増田 和茂 三重 信岡 史将 東京 松本 武夫 東京 1 7:30 炭谷 浩之 大阪 三藤 和明 大阪 永井 翔太郎 東京 井上 浩司 東京

2 7:38 松野 賢二 滋賀 古澤 聖二 滋賀 樋渡 雅俊 神奈川 千北 光仁 神奈川 2 7:38 芝田 進弘 東京 上野 広明 東京 芹澤 陽二郎 茨城 篠田 徳明 千葉

3 7:46 有本 雄一 広島 藤井 聖 広島 藤井 大介 千葉 谷沢 正一 茨城 3 7:46 羽藤 嘉人 兵庫 北山 英則 兵庫 阿部 恭邦 神奈川 高槻 啓太 神奈川

4 7:54 良川 卓也 東京 日比生 賢一 東京 大野 泰生 和歌山 木下 吉隆 和歌山 4 7:54 岩橋 史弥 茨城 角田 祐太 山梨 坂本 浩規 和歌山 風神 充宏 和歌山

5 8:02 松下 太 愛媛 久保 崇 愛媛 池内 裕啓 東京 加藤 剛士 東京 5 8:02 高野 浩 福井 豊田 幸志 福井 加納 悟史 大阪 木田 正彦 大阪

6 8:18 中山 和成 東京 小野 和男 東京 村山 嘉彦 熊本 林 文男 福岡 6 8:18 太田 秀樹 埼玉 村山 宏伸 東京 片嶋 大将 兵庫 元生 克久 大阪

7 8:26 岩崎 寛之 静岡 加藤 忠男 静岡 田原 大志 滋賀 久保山 修 滋賀 7 8:26 北林 健児 滋賀 中川 弘樹 滋賀 白金 満明 埼玉 大内田 慎一郎 東京

8 8:34 小川 哲平 広島 杉原 直樹 広島 川勝 美紀 東京 細田 有里 東京 8 8:34 谷口 幸大 埼玉 田辺 昌彦 東京 林 英明 兵庫 岸本 毅 兵庫

9 8:42 工藤 利佳 神奈川 工藤 啓介 神奈川 守谷 敦子 岡山 守谷 征広 岡山 9 8:42 浜野 哲行 滋賀 棚町 義博 京都 木村 聡 神奈川 近藤 誠親 愛知

10 8:50 笹原 輝弘 三重 山下 耕司 三重 澤田 信弘 東京 内田 裕 東京 10 8:50 篠原 淳志 愛媛 神野 浩二 愛媛 岩橋 正治 千葉 磯山 喜一 東京

11 9:06 荒川 慶量 東京 東 紘平 東京 安田 勇二 岐阜 松岡 直樹 岐阜 11 9:06 清水 重行 香川 香川 善規 香川 佐野 知大 東京 竹石 要佑 東京

12 9:14 加藤 倫康 茨城 渡辺 幹根 栃木 小松 範行 大阪 丸石 勝也 大阪 12 9:14 関澤 誠 埼玉 岡田 貴弘 埼玉 佐々木 清士 静岡 阿部 和生 静岡

13 9:22 髙本 大士 大阪 木下 光学 兵庫 小原 淳 東京 鷺 一成 東京 13 9:22 栗原 悦子 三重 加藤 智康 愛知 上野 千津美 茨城 黒澤 健一 茨城

14 9:30 瀧田 大護 愛媛 瀧田 裕二 愛媛 谷繁 元信 神奈川 和田 一浩 東京 14 9:30 高田 弘司 大阪 濱田 光邦 大阪 斉野 恵康 東京 窪田 一樹 神奈川

15 9:38 山根 大輝 広島 村尾 憲明 広島 吉川 美弘 京都 吉川 繁雄 京都 15 9:38 中村 勝一 神奈川 鈴木 優也 神奈川 髙野 健汰 大阪 石塚 祥成 大阪

16 9:54 石川 慎一郎 大阪 向井 順一郎 奈良 黒滝 公彦 東京 吉田 壮一郎 東京 16 9:54 大之木 伸行 広島 田原 真一郎 広島 布施 正明 千葉 中村 英明 千葉

17 10:02 濱中 敏之 東京 庄司 由 神奈川 丸山 大 静岡 宮下 健 静岡 17 10:02 横尾 厚志 神奈川 原 雄二 神奈川 中村 壽成 京都 田中 重美 京都

18 10:10 菊本 裕司 大阪 西村 仁成 大阪 采東 勲興 東京 関 茂生 東京 18 10:10 西山 学 京都 村田 靖司 京都 鈴木 亮司 東京 阿部 純也 神奈川

19 10:18 太田 智喜 茨城 坂輪 成章 千葉 赤尾 大樹 滋賀 木ノ下 誠司 滋賀 19 10:18 谷口 信輝 神奈川 牧田 克也 兵庫 水谷 友哉 三重 伊藤 貴志 岐阜

20 10:26 辻田 晴也 大阪 小島 慎平　 宮崎 横見 彰彦 愛知 阪野 智久 愛知 20 10:26 前川 哲彦 兵庫 小林 大祐 兵庫 大平 和正 滋賀 島田 仁 滋賀

※スタート時間8分間隔（5組後、10組後、15組後にクッションあり）

※使用ティ／　男性：青、シニア：白、女性：赤 競技委員長  久保 由加子

ゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP 2021	


