
日本スポーツマスターズ 2021 岡山大会・ゴルフ競技 男子 

組合せ及びスタート時刻表

1st Tee 10th Tee
No. TIME TEAM No. TIME TEAM No. TIME TEAM No. TIME TEAM

松岡　國男 福岡 原　富紀 岡山 辻田　昭吾 熊本 塚本　昇 秋田

岡部　実 東京 平田　弘樹 兵庫 青木　英樹 佐賀 勝山　邦彦 東京

谷渕　一幸 高知 山口　龍良 長崎 水嶋　和彦 京都 松田　德生 奈良

梅津　紀和 山形 西村　勝 広島 沖野　幸一 石川 藤井　一久 三重

宮島　一馬 長野 津曲　兼章 鹿児島 野沢　新一 青森 木村　謙治 福岡

佐々木　清士 静岡 西内　宏一 徳島 門間　馨 宮城 南　聖祐 大阪

近藤　満広 香川 片桐　公秀 京都 今井　亘 千葉 松浦　安洋 静岡

神谷　茂 愛知 尾崎　勉 群馬 宮島　孝美 宮崎 山﨑　幸二 和歌山

堀川　公輝 秋田 佐藤　浩義 宮城 牧　博 大分 福永　清彦 高知

中島　正春 埼玉 田中　雅之 佐賀 西川　忠克 栃木 広田　文雄 長野

髙橋　直樹 岩手 岡野　智弘 茨城 重藤　武士 岡山 三母　英二 新潟

久保木　典美 福島 杉山　稔 千葉 谷川　富夫 長崎

中辻　厚雄 大阪 森田　廣宣 大阪 古澤　聖二 滋賀 金原　正幸 広島

奥村　政之 岐阜 永瀬　博久 秋田 平田　祐三 山口 岩間　靖典 山梨

二宮　孝弘 愛媛 宮沢　重夫 長野 佐藤　秀樹 徳島 山本　裕二 滋賀

大沼　貴史 神奈川 大山　忠成 福岡 井川　智一郎 群馬 佐々木　茂 大分

北村　和秋 新潟 堀内　芳洋 静岡 深沢　元 山梨 太田　芳明 青森

北川　富重 奈良 矢島　茂 東京 坂井　正則 福井 小杉　康之 熊本

小林　敏明 北海道 徳田　泰幸 島根 堀江　隆 茨城 難波　幸二 鳥取

冨田　耕一 三重 白濱　秀樹 新潟 境　実 富山 前田　洋治 福井

宮崎　稔之 島根 田中　仁 和歌山 松本　昌彦 広島 大本　耕一 山口

長岡　正博 和歌山 水掫　正平 奈良 東　豊 鳥取 稲沢　宏之 栃木

比嘉　淳二 沖縄 北嶋　孝司 岐阜 大塚　覚 鹿児島 千葉　明彦 宮城

和田　貴之 埼玉 北山　英則 兵庫 田中　孝弘 佐賀

榎　隆則 大分 上田　利昭 愛媛 熊　英利 愛知 田中　清文 鹿児島

吉川　宏 鳥取 雛鶴　秋四郎 岩手 鈴木　肇 北海道 高橋　宏治 茨城

村本　雅典 山口 道井　泰弘 香川 工藤　悟 岩手 原　貞雄 徳島

長江　健市 栃木 岡村　龍 高知 利國　俊二 香川 太安　哲教 岡山

辰野　義盛 石川 山下　洋右 愛知 小川　文平 埼玉 原田　晃 千葉

村松　和彦 滋賀 三原　玄 山形 丸山　安広 福島 橋本　一秀 京都

吉野　武司 熊本 小野寺　清貴 沖縄 宮里　卓 沖縄 沖　雄大 兵庫

飯田　保 福井 中山　千徳 北海道 二宮　英二 愛媛 島　賢司 富山

小田　丞 富山 藤井　広文 三重 小西　勝典 島根 岡田　睦広 群馬

白坂　千弘 宮崎 亀ヶ谷　修 神奈川 櫻井　直彦 岐阜 前田　秀樹 長崎

星野　一 山梨 中川　文彦 福島 永井　英輔 神奈川 福留　洋一 宮崎

澤田　光広 青森 工　辰夫 山形 高畠　宏和 石川
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吉備カントリークラブ(6665Yards/Par72)

第1ラウンド 2021年9月9日(木)
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