
男性 ：6,383ｙ
シニア ：5,812ｙ
女性 ：4,975ｙ

ＯＵＴ 会場順位 選手名① 選手名② 選手名① 選手名② 会場順位

7:42 関西ゴルフ４位 三藤　和明 隅野　達也 〇 ７＆６ 桧原　信司 朴　善貴 花屋敷５位

7:51 関西ゴルフ５位 鶴田　岳士 石橋　武久 ３＆２ 〇 芦田　勝博 松原　幹男 花屋敷４位

8:00 関西ゴルフ６位 塩島　享 澤井　悟 ４＆２ 〇 岡林　良太 佐竹　康介 花屋敷３位

8:09 泉ヶ丘１２位 長友　玲奈 長友 凛太郎 ５＆４ 〇 中村　浩士 安藤　一彦 シード4

8:18 泉ヶ丘１１位 高田　典和 津呂　暢紀 ２＆１ 〇 金林　吉成 今村　道弘 瀬田１位

8:27 泉ヶ丘１０位 遠藤 弘佳士 森本　伸幸 〇 ２＆１ 仲　正夫 市居　勉 瀬田２位

8:36 泉ヶ丘９位 岡山　圭一 大山　政直 〇 １UP 浦田　敦史 大橋　武明 瀬田３位

8:45 シード1 高田　弘司 森田　廣宣 〇 ２UP 坂本　徹 寺口 真一郎 関西ゴルフ１５位

8:54 関西ゴルフ７位 森口　正裕 森　重敬 ２＆１ 〇 松村　淳栄 岡本　英樹 アートレイク２位

9:03 関西ゴルフ９位 坂上　吉久 渡邉　将人 ３＆２ 〇 朝田　忍 丸山　武志 花屋敷２位

9:12 関西ゴルフ１０位 丸山　浩司 谷本　康成 ２UP 〇 城本　成男 上西　芳洋 有馬ロイヤル２位

9:21 関西ゴルフ１１位 岡本　靖 古林　由貴 ４＆３ 〇 山森　徹也 森田　雅直 アートレイク１位

9:30 関西ゴルフ１２位 中川　正成 中村　吉孝 〇 ４＆３ 矢田　恭士 岡本　晃 花屋敷１位

9:39 関西ゴルフ１３位 大野　泰生 木下　吉隆 〇 ２＆１ 木田　義彦 下浦　勝也 有馬ロイヤル１位

9:48 アートレイク４位 前川　哲彦 正井　芳治 〇 ５＆４ 西原　健二 三山　忍 有馬ロイヤル６位

9:57 アートレイク３位 仲井　文英 林　誠 〇 ３＆２ 荒西　秀崇 若狭　真 有馬ロイヤル７位

ＩＮ 会場順位 選手名① 選手名② 選手名① 選手名② 会場順位

7:42 泉ヶ丘４位 澤江　太郎 大山　一平 〇 ３＆２ 安田　大祐 織田　一彦 瀬田８位

7:51 泉ヶ丘３位 上杉　公一 田辺　鉄雄 ２UP 〇 谷口　安孝 勝原　司郎 瀬田９位

8:00 シード2 水口　淳司 塩月　純生 〇 ２＆１ 田中　雅登 藤原　浩一 関西ゴルフ１４位

8:09 アートレイク８位 三井　貴之 八巻　ひろあき ３＆２ 〇 村田　靖司 南　正樹 有馬ロイヤル３位

8:18 アートレイク６位 新井　隆洋 辻　正幸 〇 ３＆２ 田畑　建一 大林　春秀 有馬ロイヤル４位

8:27 アートレイク５位 中薗　友和 渡辺　善康 ２＆１ 〇 菅谷　学 琴川　真吾 有馬ロイヤル５位

8:36 泉ヶ丘２位 寺西　智 中尾　裕司 〇 ２UP 山下　等 廣瀬　恵一 瀬田１０位

8:45 泉ヶ丘１位 葛城　宗人 藪　秀則 〇 １UP 月城　昌也 上田　秀寿 瀬田１１位

8:54 関西ゴルフ１位 福村　香名 大村　美咲 〇 ５＆３ 中村　栄樹 岸本　良介 花屋敷８位

9:03 関西ゴルフ２位 水嶋　和彦 片桐　公秀 〇 ２＆１ 石津　尚俊 円城寺　誠 花屋敷７位

9:12 関西ゴルフ３位 小松　郁男 岩永　和也 〇 EVEN 小林　数誉 東道　和仁 花屋敷６位

9:21 有馬ロイヤル８位 前田　上 柏木　友善 〇 ２＆１ 尾子　高史 片岡　茂樹 シード3

9:30 瀬田４位 礒井　昭太 梶原　敬丈 〇 １UP 田口　和彦 兼子　謙一 泉ヶ丘８位

9:39 瀬田５位 大内　綾 川人　範子 ４＆３ 〇 森中　健介 石原　良成 泉ヶ丘７位

9:48 瀬田６位 高野　久和 豊山 清太郎 〇 ５＆３ 梅林　豪 砂金　央人 泉ヶ丘６位

9:57 瀬田７位 古澤　聖二 松井　幸男 〇 １UP 杉本　尚斉 小山　秀男 泉ヶ丘５位

※マッチイーブン(引き分け)の場合
ＯＵＴスタートのマッチは、１８番ホールからの○(ＵＰ)により勝者を決定し、
ＩＮスタートのマッチは、９番ホールからの○(ＵＰ)により勝者を決定しています。
　　サンケイスポーツダブルスマッチプレーゴルフ選手権　事務局　　　競技委員

★関西本戦１回戦　１１月９日(火)　パインレークゴルフクラブ　　試合結果★

サンケイスポーツダブルスマッチプレーゴルフ選手権２０２１

試合結果

試合結果

天候：雨/曇


