
平成２３年１０月２０日（木）

瀬田ゴルフコース／北コース
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チーム名 ｽﾀｰﾄ時間 チーム名

1 DICEGOLF 藤尾 泰三 安田 一伊 丸井 幸成 吉村 昌治 7:46 谷川 安徳 松原 潤一 奥山 峰弘 三木 大輔 IKEKAN'S 1

2 HOTEI 堂本 昌由 久米 宏明 市原 圭 田﨑 庸介 7:53 柳 順啓 植田 重夫 鶴田 剛 岡本 真二 RMC2011 2

3 チームＫＩＳＨＩＰＩＮ 川崎 哲 井下 高宏 大西 悟 山本 佳俊 8:00 岡森 正明 畑岡 由次 山口 芳隆 松本 博文 フャイヤーマン 3

4 ジャイアンマン 根本 真人 平田 澄人 内本 健 眞銅 孝安 8:07 谷口 登 谷口 啓志 浮田 昌宏 篠原 浩 チームＮＯＮちゃん 4

5 あぶない会 池田 広信 中平 忠夫 河合 澄治 山口 純子 8:14 松下 高之 坪内 俊治 塚本 卓司 西浦 健介 Team.ゴル吉 5

6 祇園　ぶんや 丈達 眞人 藤田 憲治 大石 清 神田 徹也 8:21 有山 信三 高瀬 規久也 島瀬 裕彦 樫原 秀一 チェリーボーイズ 6

7 クレイジー 村田 直和 日比 良之 竹本 健太郎 菅 竜矢 8:28 伊東 一明 奥田 貴士 神木 圭一 西田 利恵 トライアングル 7

8 高速チッパー 畑 実穂 大西 俊範 岩松 敬飛 －－－ 8:35 岡田 圭司 大塚 慎也 鈴鹿 秀雄 礒崎 一樹 メットライフアリコ大阪チームD 8

9 WEST 竹内 謙一郎 吉田 央 原 清介 坂本 親穂 8:42 高山 匡史 安住 智津代 植田 晃一 パク・チナ 女性上位 9

10 ヒューマンタッチ 小角 重樹 宇賀 一郎 小林 周示 谷 正則 8:49 薮 秀則 大谷 孝利 薮 洋亮 喜多 幸蔵 龍，ｓ 10

11 チームそばめし 羽藤 嘉人 藤田 俊彦 小川 将史 山内 資弘 8:56 鈴木 耕二 藤田 知巳 久保 正雄 横山 清志 チームフジタ 11

12 チームアセルプリン 水口 英文 堀 敏英 勺代 康史 河上 浩之 9:03 西出 浩二 小野 正克 木村 律郎 北山 卓嗣 喰う寝る遊ぶ 12

13 健太郎とその他３名 粟井 毅 田賀 健太郎 藤田 勝寛 藤枝 克彰 9:10 間宮 憲一 石地 大照 岩本 俊博 鈴木 英人 ゴルフ新撰組 13

14 ピーチプル 加藤 寛之 野瀬 晃三 津野熊 昭夫 高原 拓也 9:17 園田 春利 太田 光安 武田 健七郎 小山 浩槻 チームコブラ 14

15 チームFire 岩﨑 謙一 蟹田 勝 安平 貴光 湯井 靖裕 9:24 15

《ＯＵＴ》 《ＩＮ》

（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
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