
２０２０年１１月１９日（木）

瀬田ゴルフコース 北コース

【関西大会 予選２】 （男性 ：バックティ ６，５１０Y 女性：レディスティ ５，０４９Ｙ ＰＡＲ７２）

チーム名 ｽﾀｰﾄ時間 チーム名

1 暇な仲間達 小林 毅圭也 江口 賢治 清水 やすてる 上嶌 一誠 7:25 多田 慎太郎 米林 千尋 五十棲 新也 橋本 崇 タカステクニック 1

2 T ・H ・I ・O 谷奥 良文 廣畑 明 今井 太郎 岡田 太一 7:32 三宅 寛穂 丸居 信夫 井狩  和之 井狩  良政 ３５８ 2

3 へべす会 加藤 肇悟 久保 雅史 呉 尚秀 安田 昇 7:39 谷口 安孝 勝原 司郎 かみむら 和也 吉村 尚晃 KKYT 3

4 チーム☆我武者羅 白川 由人 吉岡 和美 崎谷 秀次 7:46 寺岡 俊宏 波床 隆 宮本 敏幸 山野 剛史 レイクT4 4

7:53

5 ドッグス45 谷口 友浩 瀬戸 寛 中田 俊明 鈴村 勝基 8:00 戸田 秀一 盛重 祥平 内田 昌恵 松井 由美 わらにも 5

6 チーム敦賀 松井 栄一 川崎 隆弘 浅妻 栄治 松井 伸介 8:07 竹川 渉 上村 竜司 岡 さおり 坂本 昌一 ブリッジ 6

7 未定 宇都宮 受仁也 加藤 弦 藤原 伸充 未定 未定 8:14 正木 仁 森 太一 澤井 悟 井本 重貴 お好み鉄板がるぼ戦士×弱 7

8 ヨツカワシマタイガー 倉辻 和彦 伊藤 貴広 大山 倫寛 藤田 鉄也 8:21 馬場 貴史 中村 廣 谷添 剛士 前川 竜璽 がるぼ戦士 ２軍 8

8:28

9 sterilization 西山 学 村田 靖司 梶原 丈敬 礒井 昭太 8:35 平山 菊代 高本 拓磨 竹本 純 大屋 昇 チーム  IMPACT 9

10 スクランブラー 井上 公宏 杉山 文雄 斎藤 正朗 仁子 亮平 8:42 竹中 博 真銅 孝安 井上 泰人 寺内 雅和 １９７２ 10

11 チームYMTA 細田 綾 小裏 幸男 中村 雅秀 上野 智子 8:49 越智 友一郎 新垣 泉 北山 益久 喜多 和史 チームBOSE 11

12 チーム BOSS 阪口 登志喜 久保 哲也 永橋 常樹 嶋田 義宏 8:56 岩崎 壮平 山下 俊介 藤井 保宏 宇津 丞 ロイヤルランブル 12

9:03

13 ヴーヴクリコ イエローラベル 寺西 智 中尾 裕司 菊池 賢治 國見 陽平 9:10 大山 博嗣 柴田 昇 藤本 房江 人見 幸夫 いこら会 13

14 チーム ノブ子はーん 平松 千明 平松 宣子 兵毛 正人 小倉 守 9:17 川端 康友 真井 康成 川口 高広 入田 眞嘉 与太呂 14

15 足手まとい 冨森 康司 岩並 美智男 中嶋 忠久 上嶋 将司 9:24 15

（注）この組合せは変更することがあります　　　　競技委員長

《ＯＵＴ》 《ＩＮ》

＜ 調整タイム ＞

＜ 調整タイム ＞

＜ 調整タイム ＞

＜ 調整タイム ＞

＜ 調整タイム ＞＜ 調整タイム ＞


