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組 時刻 氏名（緑） 氏名（黄） 氏名（ピンク） 氏名（赤） 組 時刻 氏名（緑） 氏名（黄） 氏名（ピンク） 氏名（赤）

野上 貴夫 中島 邦宏 @塩田 星 @高田 圭一郎 増田 将光 尾崎 慶輔 @山田 龍之介 坂本 一馬
ホームテック ホームテック 京都市立梅小路小学校 岡山県作陽高校 双伸ゴルフセンター 平川ＣＣ 南武庫之荘中学校 フリー

中島 マサオ 小田 新 @赤松 成眞 @高野 健汰 増田 康輔 猪川 頌生 @伊澤 丈一郎 @大西 晃盟
トミーカンパニー 鹿児島高牧CC 上富田中学校 阪奈ＣＣ 平川CC 平川ＣＣ 大手前大学 兵庫教育大学附属中学校

増田 伸洋 伊藤 誠道 @朝田 忍 @山岡 兼人 仲道 利樹 川澄尚太 砂川 公佑 @芦田 義孝
フリー 沼津GC 三木セブンハンドレットＣ 東条の森CC フリー 山陽GC オークラ輸送機 高室池GC

伊澤 利光 北村 晃一 @国広 隆二 @生山 堅哉 友次 啓晴 河合 庄司 @釣浦 郁真 @平野 晃大
フリー 	ダック技建 たけべの森ＧＣ ＪＯＹＸＧＣ上月 東広野GC フリー 関西大学 片山津CC

J・デロスサントス 和田 章太郎 @小池 良太郎 @木村 浩司 近藤 浩紀 大谷 俊介 @大嶋 港 @岡本 晃
ＪＯＹＸＧＣ上月 ディライトワークス 日本障害ゴルフ選手会 久米CC 小野GC アイテム 関西高校 グランベール京都ＧＣ

広田 悟 櫻井 隆輔 @北村 晴男 @新井 勝則 細川 淳矢 鈴木 理央 川中 俊果 @一色 正太郎
トーシンホールディングス 茨木CC 東京クラシックC パインレークＧＣ チェリーヒルズGC フリー フリー ＡＢＣＧＣ

ハン・リー 八巻 セイラ @渕 暢之 @上野 陸 藤田 晃規 松田 高明 松本 春香 @村上 享平
フリー 新日本住設group ＪＯＹＸＧＣ上月 東北福祉大学 フリー 奈良柳生CC フリー 青山台ＧＣ

平本 穏 福井 保憲 @山本 勝義 @松岡 翔大郎 遠藤 健太 倉敷 優磨 @荒川 祐樹 @廣瀬 恵一
アイディオー ＪＯＹＸＧＣ上月 ＪＯＹＸＧＣ上月 甲南大学 サーティーファイブ 青山ゴルフ練習場 ナパラＧＣ一本松 大津ＣＣ

市原 弘大 高橋 竜彦 @奥松 良太 @川口 英明 前川 太治 白倉 渉平 @小嶺 集史 @高橋 良介
フリー 浜通り交通 ＪＯＹＸＧＣ上月 ジャパンクラシックＣＣ ５４ゴルフ　プロダクション 総武CC 三木セブンハンドレッドＣ 白鷺ＧＣ

幡地 隆寛 大堀 裕次郎 @大嶋 宝 @加登 隆太 吉桑 佑太 弓削 淳詩 @松野 修太郎 @三崎 博
ディライトワークス フリー 関西高校 ＡＢＣＧＣ 各務原CC 三木よかわCC 三日月ＣＣ 有馬ロイヤルＧＣ

竹谷 佳孝 森本 雄也 @木下 光学 @松迫 卓也 西原 健太 山浦 一希 @佐藤 領馬 @野村 匡良
エー・エム・エス エフカンパニー 北六甲ＣＣ 西神戸Ｇ 伊勢CC 中筋建設 フリー サンロイヤルＧＣ

池村 寛世 すし 石垣 @清水 英紀 @和田 真 富本 虎希 安本 尚弘 @畠山 真一 @鈴木 詠人
ディライトワークス 悠プロダクション ＪＯＹＸＧＣ上月 八重桜ＣＣ フリー フリー 信楽CC 美奈木ＧＣ

武藤 俊憲 中川 勝弥 @横手 優介 @山本 幸作 吉田 泰基 武内 伸悟 @津村 英明 @植田 真成
フリー ABCGC ＪＯＹＸＧＣ上月 西宮高原ＧＣ 東広野GC オークモントGC 天野山CC タカガワオーセントＧＣ

小鯛 竜也 久常 涼 @秋山 直大 @世良田 紘平 森井 晶紀 生源寺 龍憲 @黒田 尚宏 @坂本 徹
フリー SBSホールディングス 三田レークＣＣ タカガワオーセントＧＣ よしのCC フリー 千草CC 六甲ＣＣ

秋吉 翔太 小斎平 優和 @三上 陽二郎 @大島 成太郎 安田 賢史 松村 景太 藤島 豊和 @吉川 英樹
ホームテック 太平洋クラブ 滝野ＣＣ ＪＯＹＸＧＣ上月 オリムピックGC 淡路CC トップワークス タカガワオーセントＧＣ

出水田 大二郎 平塚 哲二 @小倉 康史 @土肥 宣夫 堀之内 豊 辻岡 愛理 @田渕 敦士 @間庭 一樹
TOSS 甲賀CC マスターズＧＣ 小野グランドＣＣ フリー ディライトワークス JOYXGC上月 フリー

R・ガンジー R・テイト @髙本 大士 @藤原 大 小田 孔明 浦 大輔 @原田 久 @松山 健士郎
ＪＯＹＸＧＣ上月 チュウブ宝塚高原GC 六甲ＣＣ フリー フリー フリー ＪＯＹＸＧＣ上月 JOYXGC上月

1. 欠場者のあるときは本スタート時刻及び組合せ表を変更する場合があります。

2. @印はアマチュア

JOYX OPEN 2021
スタート時刻および組合せ表　　2021年7月11日（日）

【No.１ Tee（OUT）】 【No.１０ Tee（IN）】

1 7:20 18 7:20

2 7:30 19 7:30

3 7:40 20 7:40

4 7:50 21 7:50

5 8:00 22 8:00

6 8:10 23 8:10

7 8:20 24 8:20

8 8:30 25 8:30

9 8:40 26 8:40

10 8:50 27 8:50

11 9:00 28 9:00

12 9:10 29 9:10

13 9:20 30 9:20

14 9:30 31 9:30

15 9:40 32 9:40

【出場選手の変更】

①第20組 三島大輝選手 → 川澄尚太選手に変更。　②第18組 ＠岩田光生選手 → 坂本一馬選手に変更。

33 9:50

34 10:0017 10:00

16 9:50


