
２０２１年１月２９日（金）
フェニックスカントリークラブ　高千穂－住吉

【全日本決勝】 男性 ：ﾚｷﾞｭﾗｰﾃｨ(白)６,４４８Y　女性：ﾚﾃﾞｨｽﾃｨ(赤)５,５６８Ｙ　ＰＡＲ７２
チーム名 地区 ｽﾀｰﾄ時間 地区 チーム名

1 7:46 藤原 浩一 石本 巧 田中 雅登 新井 敏之 関西 巧の仲間達 1

2 気ままなCEO 関東 阿部 恭邦 高槻 啓太 島田 竜泰 臼井 正人 7:53 横尾 厚志 原 雄二 吉田 康次郎 東倉 優介 関東 456会 2

3 チーム寿 中部 石塚 年啓 石塚 明子 鈴木 寿 鈴木 聖子 8:00 栗田 篤史 小野 仁志 蔀 英二 安 洋之 関東 DO Golf 3

4 とくせいしゃごるふ 関東 関口 洋一 小澤 広之 野村 卓洋 籠手田 安朗 8:07 戸田 秀一 盛重 祥平 内田 昌恵 松井 由美 関西 わらにも 4

5 チームPKO 九州 川口 圭典 川口 允 梅田 克成 澤村 健太郎 8:14 眞銅 孝安 竹中 博 井上 泰人 寺内 雅和 関西 1972 5

6 チームST3 関西 中田 達也 倉田 省吾 秋本 龍也 梶原 忠広 8:21 森 光弘 臼井 将男 岡本 拓 古敷谷 亮 関東 YGG 6

8:28

7 teamGD関西 九州 播戸 篤志 大野 達也 岩見 英星 播戸 美咲 8:35 小保方 徹 川崎 邦朗 渡部 智仁 新井 綾乃 関東 チーム熱意系 7

8 PUNK ROCK GOLFER 関東 須藤 拓人 風間 栄治 倉島 保一 長島 洋介 8:42 菅谷 義典 北井 啓介 新井 敏行 松本 凌 シード 北井さんに期待 8

9 358 関西 三宅 寛穂 丸居 信夫 井狩  和之 井狩  良政 8:49 和多 丙悟 牧野 博文 宗像 一教 四宮 安彦 関東 宮崎食い道楽ツアー 9

10 トシちゃんず 関東 西谷 憲之 村上 了太 兼子 範之 中西 利江 8:56 羽藤 嘉人 藤田 俊彦 小川 将史 山内 資弘 関西 チームそばめし 10

11 ☆VSTAR☆ 関東 重南 慶彦 佐々木 賢 二階堂 源也 湯山 賢祐 9:03 西 吾朗 須藤 義寛 溝上 尚久 伊藤 希 九州 TAEM NON 11

12 チーム男前 関西 中川 直紀 赤松 理充 内田 和広 前田 順一郎 9:10 坂本 和浩 赤坂 昇 中西 大晃 畠山 唯 関東 NEO72 12

9:17

13 大川勇樹 中部 大沢 誠司 稲川 鉄心 安田 勇二 伊藤 功己 9:24 田尻 達彦 佐合 享二 井上 眞一 中川 広子 関東 LEGEND and H 13

14 チーム2M2S 九州 神屋 匡澄 重藤 知司 長坂 晃匡 副島 多喜子 9:31 正木 仁 森 太一 澤井 悟 大村 美咲 関西 お好み鉄板がるぼ戦士×弱 14

15 ひかりゴルフパーク 関東 樋渡 雅俊 千北 光仁 中村 勝郁 須藤 吏城 9:38 馬場 貴史 中村 廣 小笠原 佳奈 前川 竜璽 関西 お好み鉄板がるぼ戦士×強 15

大会は、感染防止対策を行い運営いたします。　 「検温・ヘルスチェック・手指消毒の徹底・レストランでのアクリルボード設置」

　当日、体調不良の方は、ご参加頂けません。ご理解ください。

（注）この組合せは変更することがあります

＜調整タイム＞ ※クラブハウス入場時は、手指消毒、うがいをお願いします※  ※ソーシャルディスタンスを取ってください※　＜調整タイム＞

《ＩＮ》 住吉《ＯＵＴ》 高千穂

 ※屋外でも大きな声は控えてください※　＜調整タイム＞＜調整タイム＞ ※来場時、室内ではマスクを着用してください※


