
会場：沼津ゴルフクラブ

期日：2021年9月16日（木）
　#1 Tee（ＯＵＴ／愛鷹） 　#10 Tee（ＩＮ／伊豆）

No. Time No. Time

1 7:30 小笠原 和之 神奈川 相澤 英之 神奈川 中川 雅義 静岡 小原 秀天 東京 1 7:30 勝亦 優甫 静岡 山本 秀昌 静岡 富来 靖 東京 直喜 雅俊 東京

2 7:38 中村 勝一 神奈川 鈴木 優也 神奈川 中島 智明 東京 榎本 盛 東京 2 7:38 前山 正隆 東京 小川 陽一 東京 梅原 豊司 静岡 渡邊 貞男 静岡

3 7:46 佐藤 栄佑 静岡 加藤 至康 東京 佐々木 学 神奈川 前田 浩 神奈川 3 7:46 岩崎 寛之 静岡 加藤 忠男 静岡 杉山 賢治 神奈川 堀井 浩人 東京

4 7:54 長塚 忠士 静岡 大石 博志 静岡 難波 一仁 神奈川 荻原 敦 神奈川 4 7:54 太田 義隆 静岡 諸星 幸政 静岡 福田　隆志 東京 山本 啓二 神奈川

5 8:02 若月 栄治 山梨 望月 正志 山梨 中澤 寛子 静岡 森本 智恵美 東京 5 8:02 原 克宣 神奈川 岩橋 雅一 神奈川 矢島 真 静岡 秋山 拓海 静岡

6 8:10 佐々木 清士 静岡 阿部 和生 静岡 矢部 嘉一 東京 柳井 金吾 神奈川 6 8:10 染谷 英明 山梨 親松 久幸 山梨 田中 水美 神奈川 富永 美和 神奈川

7 8:18 義澤 秀雄 神奈川 義澤 光輝 神奈川 太田 敏彦 静岡 浪川　憲一 静岡 7 8:18 佐藤 昭彦 静岡 田村 嘉宏 静岡 小島 康嗣 東京 宮田 英次 神奈川

8 8:34 大栁 博也 東京 中村 正美 神奈川 小山 武 静岡 原木 克訓 静岡 8 8:34 丸山 大 静岡 宮下 健 静岡 高後 富美江 神奈川 有田 和美 神奈川

9 8:42 豊田 英伸 静岡 中跡 朝臣 静岡 岩切 盛浩 山梨 永田 淳一 山梨 9 8:42 村瀬 誠 神奈川 田渕 竜也 岐阜 柳井 育生 静岡 川島 春美 静岡

10 8:50 小原 信次 静岡 向川 勝利 静岡 成澤 美保 神奈川 梨本 れいこ 神奈川 10 8:50 西尾 政文 愛知 内藤 竜三 愛知 原 宏治 神奈川 椎木 明 神奈川

11 8:58 中山 和成 東京 小野 和男 東京 筒井 威 静岡 筒井 節 静岡 11 8:58 柴田 雅紀 東京 永浦 徹也 埼玉 小野田 聡 神奈川 中田 昌宏 神奈川

12 9:06 山田 弘幸 神奈川 岸本 俊三 神奈川 望月 秀一 静岡 石川 隆正 静岡 12 9:06 貴志 彰英 兵庫 篠崎 明 東京 木村 聡 神奈川 近藤 誠親 愛知

13 9:14 柴田 一也 東京 久永 敏克 東京 白井 明夫 神奈川 長岐 政樹 神奈川 13 9:14 綴喜 浄昭 神奈川 長谷川 稚徒 神奈川 山本 法生 静岡 山崎 雅文 静岡

14 9:22 福田 正平 東京 成松 光一郎 神奈川 小糸 基夫 静岡 篠木 貴子 静岡 14 9:22 荒井 真 山梨 大塚 悟 神奈川 平野 範子 静岡 村松 靖子 静岡

15 9:38 泉 健二 神奈川 賀川 黒之助 神奈川 山口 知明 東京 目﨑 辰彦 東京 15 9:38 後藤 克明 静岡 市川 勝一 静岡 樋口 康生 神奈川 酒井 康夫 東京

16 9:46 堀口 達也 山梨 山本 力 山梨 杉山 基子 神奈川 神戸 幸子 東京 16 9:46 日高 俊郎 愛知 日高 和江 愛知 坂田 雄一 神奈川 坂田 若菜 神奈川

17 9:54 田崎 保志 神奈川 座本 徳男 神奈川 藤井 大介 静岡 伊藤 俊行 静岡 17 9:54 鈴木 亮司 東京 阿部 純也 神奈川 秋山 保幸 静岡 山田 汐莉 静岡

18 10:02 高部 光章 山梨 和田 賢二 山梨 荘野 春樹 静岡 井澤 祐介 静岡 18 10:02 樋渡 雅俊 神奈川 千北 光仁 神奈川 金子 伸 静岡 井上 佳一 静岡

19 10:10 内川 篤志 長野 横澤 慎吾 長野 大井 一雄 東京 橋本 正和 神奈川 19 10:10 一本木 義晴 長野 齋藤 隆行 長野 櫻井 範幸 神奈川 永海 大志 神奈川

20 10:18 増澤 司 長野 太田 隆治 長野 横山 喜代春 神奈川 柿島 剛 神奈川 20 10:18 橋倉 宗策 長野 山本 経一 長野 坂井 宣之 神奈川 平澤 毅 東京

※スタート時間8分間隔（7、14組後にクッションあり） ※使用ティ／　男性：青、シニア：白、女性：ゴールド

ゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP 2021	


