
会場：森林公園ゴルフ倶楽部
期日：2021年9月27日（月）

1 Tee（ＯＵＴ） 10 Tee（ＩＮ）

No. Time No. Time

1 7:30 小寺 利之 東京 蓬田 清貴 東京 川村 直樹 東京 下野 修照 東京 1 7:30 加藤 倫康 茨城 渡辺 幹根 栃木 小原 淳 東京 鷺 一成 東京

2 7:38 西野 伸幸 埼玉 飯塚 隆 埼玉 澤井 均 東京 速水 浩二 神奈川 2 7:38 木原 隆 茨城 高木 勇輔 神奈川 阿部 恭邦 神奈川 高槻 啓太 神奈川

3 7:46 岩立 勝利 千葉 森田 佳和 千葉 山下 明 東京 伊佐 博明 東京 3 7:46 浅井 武夫 東京 白井 貴之 埼玉 椎野 俊朗 埼玉 松村 秀郎 茨城

4 7:54 新井 義弘 東京 小山 明宏 東京 岩﨑 洋介 東京 鈴木 徹也 東京 4 7:54 川村 伸介 埼玉 鎌倉 甚士 埼玉 臼井 正人 神奈川 松田 永浩 神奈川

5 8::02 明石 太郎 神奈川 河邊 博和 神奈川 八島 正和 埼玉 高橋 光央 埼玉 5 8::02 荻野 順一郎 埼玉 奥村 俊之 埼玉 松山 奈津江 東京 宮 美佳 東京

6 8:18 安食 保 埼玉 小山 博義 東京 堀野 恵美 東京 夏山 ルイ 神奈川 6 8:18 東倉 優介 神奈川 吉田 康次郎 神奈川 高見澤 亨 埼玉 野沢 拓也 埼玉

7 8:26 嶌田 真一 神奈川 嶌田 香雅美 神奈川 久保 伸輔 富山 久保 直美 富山 7 8:26 松永 圭貴 北海道 蓮田 宗克 北海道 岩井 絵里 東京 小田倉 富士子 東京

8 8:34 山口 一浩 神奈川 坂本 正 神奈川 我妻 隆 東京 藤井 清司 埼玉 8 8:34 横尾 厚志 神奈川 原 雄二 神奈川 小坂 直人 東京 山田 剛正 千葉

9 8:42 谷繁 元信 神奈川 和田 一浩 東京 小林 賢司 東京 關橋 晃一 埼玉 9 8:42 渡邉 明稔 東京 高橋 勇太 東京 山下 剛 埼玉 山本 高明 東京

10 8:50 野口 知嗣 東京 中野渡 健 東京 中野渡 進 東京 山崎 俊明 東京 10 8:50 市原 澄彦 東京 柿岡 啓介 東京 遠藤 友二 群馬 須藤 弘 栃木

11 9:06 山田 真吾 神奈川 村井 高志 神奈川 田中 秀司 東京 森本 伸 山梨 11 9:06 黒滝 公彦 東京 吉田 壮一郎 東京 福田 聡 埼玉 木下 健介 埼玉

12 9:14 早瀬 純一郎 東京 早瀬 慎二郎 東京 平山 康則 東京 森﨑 匠 東京 12 9:14 高橋 敦 東京 東城 均 東京 鈴木 文子 埼玉 小林 洋子 埼玉

13 9:22 高橋 隆 東京 楠本 潤一郎 東京 鳥居 有紀 栃木 小野 美雪 栃木 13 9:22 櫻井 一帆 埼玉 松波 貴大 埼玉 長岡 秀貴 長野 瀧沢 淳 長野

14 9:30 西村 貴之 東京 安部 景一 東京 岩橋 史弥 茨城 角田 祐太 山梨 14 9:30 佐藤 公洋 神奈川 佐藤 綾子 神奈川 若井 淳 埼玉 若井 佑子 埼玉

15 9:38 青木 敏行 東京 大村 雅人 東京 南宮 光行 東京 南宮 真由美 東京 15 9:38 海老根 隆広 東京 吉田 勝美 東京 武藤 永男 東京 武藤 京子 東京

16 9:54 浅田 カレラ 埼玉 浅田 ベルツ 埼玉 土屋 秀仁 東京 土屋 正和 山梨 16 9:54 田中 器一 埼玉 大竹 真一郎 栃木 沢田 一彦 埼玉 間渕 正悟 群馬

17 10:02 吉武 和樹 東京 鈴木 勝幸 東京 飯田 能士 東京 飯田 薫 東京 17 10:02 早舩 拓馬 東京 内山 晶稀 東京 田中 博幸 東京 望月 圭 山梨

18 10:10 山口 博 埼玉 川上 雅利 埼玉 牧野 龍一郎 東京 佐藤 高文 東京 18 10:10 渡 明弘 東京 阿部 茂信 東京 齋藤 麻由子 東京 百北 久美子 埼玉

19 10:18 石川 智彦 埼玉 田中 啓之 埼玉 服部 慶洋 埼玉 服部 いづみ 埼玉 19 10:18 堀 拓人 埼玉 長谷川 良 埼玉 谷口 幸大 埼玉 田辺 昌彦 東京

20 10:26 大木 陽亮 東京 佐藤 竜介 東京 早舩 香里 東京 讃岐 ひろみ 東京 20 10:26 原 猛介 東京 杉岡 寛 東京 菊地 琢樹 埼玉 菊地 陽子 埼玉

※スタート時間8分間隔（５組、10組、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

ゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP 2021	


