
平成２２年８月１５日（日）
石岡ゴルフ倶楽部

≪ 関東大会２≫ （男性：６，５６９Y　女性：５，５２４Ｙ　Ｐ７２）

チーム名 ｽﾀｰﾄ時間 チーム名

1 Team Ayako 館岡　馨 佐藤　信幸 坪田　誠治 今野　綾子 7:32 中野　耕平 乙部　和久 野村　統一 秋山　裕真 城南’ｓ 1

2 佐藤家 佐藤　良雅 佐藤　良武 佐藤　千花 山口　利也 7:39 萩原　宗治 田中　史雄 花岡　徹 山下　浩美 モグラ会 2

3 ヒ゜ーアーキンク゛ 高橋　昌宏 小林　一弘 大川　正貴 中島　昇一 7:46 竹村　忠幸 西川　英文 山本　治 高松　良青 専務 3

4 KING GOLF 小関　勇紀 荒 俊夫 泉 久仁男 加藤　烈 7:53 小椋　成起 鷹觜　美保子 久保田　賢 大島　吉貴 TEAM BOO BAR　白組 4

5 Team NAG 高田　晴彦 伊原　大起 日野　典明 堀江　徹 8:00 八藤　博 八藤　桂子 八藤　翼 高尾　守 チームおちゃらけ 5

8:07

6 JOCL 佐藤　久訓 平岩　啓史 鶴岡　武人 糸賀　大輔 8:14 石川　広宣 郡司　義仁 小原　隆司 手塚　瞳 Hanz de comp2 6

7 TEAM BOO BAR 紅組 廣瀬　暁子 高橋　義光 細水　真人 岩村　秀治 8:21 若松　昌範 高橋　正明 鈴木　真悟 若松　竜也 レンジャーズ 7

8 Sam’s 龍田　梨恵 森山　博暢 難波　勲 森　健一 8:28 塚田　修 高橋　潤 大金　美好 佐藤　秀二 桜の友 8

9 北の会 鈴木　裕之 北口　雄一 高嶋　浩昌 山内　浩美 8:35 高橋　司 田平　秀隆 黒木　正文 根本　眞 1854 9

10 横浜ゴルフ会 岡本　明俊 朴　修栄 伊藤　美千代 孫　栄玉 8:42 高原　康年 重元　洋 金井　建男 肥後　美奈子 チームフォー 10

11 8:49 11

チーム名 ｽﾀｰﾄ時間 チーム名

1 中路薬局 今田　林太郎 山本　圭介 中路　大士 鈴木　聡一郎 7:32 安村　俊徳 川島　正樹 今井田　欣弘 瀬尾　英毅 ビッグブルー 1

2 カッコよすぎ 古賀　智久 加藤　政美 杉山　尚昭 与田　真介 7:39 本田　修 今井　勝広 横堀　英治 日暮　貴志 エログランド 2

3 チームＮＩＳ 奥田　靖彦 桧山　努 浅野　潤 乗富　昭吉 7:46 北岡　功 鴻江　敬宏 秋山　博 永野　浩司 kitasans 3

4 チーム☆ジャイ 河上　純子 浅見　哲也 東野　浩久 山中　春奈 7:53 橋本　公山 橋本　公山 澤田　健 荻堂　盛雄 SKTM 4

5 タイガーウッサ 坂本　安 伊藤　哲也 稲田　勝 下村　浩之 8:00 中三川　浩志 鈴木　貴士 斉藤　久人 高橋　伸郎 チームROSSIE 5

8:07

6 ちーむきよし 伊東　秀郎 中島　敏文 蜷川　哲平 高橋　大輔 8:14 黄　琇浩 立川　佳世子 下島　麻里 城埜　尚之 川崎クラブ☆ＬＯＶＥ 6

7 チーム一歩 佐々木　健一 西村　健 伊勢　弘昭 玉澤　崇裕 8:21 平澤　賢一 池田　紳一郎 下倉　良介 南　宏和 TEAM-CAMERON 7

8 グリーンマムメンズ 染谷　栄 屋宣　功 落合　潔 張替　弘之 8:28 吉田　隼人 軍司　和久 吉田　真貴子 板倉　由姫乃 KIWA 8

9 グリーンマムレディース 張替　秀子 落合　静子 菊地　照枝 野口　昌美 8:35 和田　昇 小川　亥久男 吉田　保 高橋　幸子 HA-ＧＥＮの月 9

10 男塾 斉藤　剛 山下　洋輔 木下　晴樹 森　豊 8:42 10

調整タイム

《ＩＮ》 １５番

（注）この組合せは欠場・諸事情があった場合変更することがあります　　　　競技委員長

2010/8/6 16:55

調整タイム

エントリー確認中

テーラーメイド＆アディダスゴルフ／ゴルフダイジェスト プレゼンツ
～ チームスクランブル ２０１０ ～
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