
【注意事項】
※最終の組合せを必ず確認してください。

※当日、欠場者があった場合、変更することがあります。組合せの変更に備え選手各位時間に余裕をもってご来場ください。

※大会当日、スロープレヤーにはペナルティーを科すことがあります。プレーの進行に十分注意してください。

※スタートの10分前までにティーグラウンドへ集合して下さい。スタートに遅れた場合失格となります。

※マナー及び服装の乱れ、態度の悪い方、開催コースに迷惑をかけるなどの行為をした選手に関しましては、今後の出場を一切お断りさせて頂きます。

　　・ハーフパンツ、ニッカポッカーの際は必ずハイソックスを着用ください。

　　・シャツの裾はズボンの外に出さないようにしてください。（女性用オーバーブラウスは可）

【キャンセルに関して】

※開催日3日～大会前日の12:00までは大会事務局、それ以降は直接ゴルフ場に必ず連絡をお願いいたします。（エントリーフィの返金はできません。）

№ time №

1 菱沼 広美 小山 美景 藤井 かおり 7:32 市本 耕三 佐藤 健裕 菱沼 光一 大羽 純平 1

2 根津 邦子 細谷 恵子 横江 淑美 7:39 宮下 直久 金沢 智裕 鈴木 明 福富 明夫 2

3 堀江 美奈子 加賀見 美花 高橋 裕美 7:46 高田 佳和 渡辺 政行 若松 伸一 石灘 友和 3

4 佐瀬 義明 金子 幹夫 加藤 力也 大杉 学 7:53 樋口 健吾 鷲田 康 河野 孝彦 石橋 尚明 4

5 安田 一隆 長嶺 陽一 佛本 達信 信田 久智 8:00 大村 誠 松井 剛 金丸 正秀 木崎 和徳 5

6 遠藤 富士夫 葛井 勝幸 浅沢 聡 黒川 和哉 8:07 松田 義明 米川 滋 大村 英二 豊見山 一 6

7 石本 博史 酒川 誠 松本 雄介 堀川 雄司 8:14 長沼 卓也 西川 正樹　 倉橋 正和 小泉 穣 7

8 東島 弘明 熊倉 毅 佐藤 元重 山口 嘉亨 8:21 生澤 智史 小林 直樹 石井 斎 西田 紀雄 8

9 佐々木 康雄 永江 達史 佐藤 昌之 笠井 俊吾　 8:28 島田 雄一 船橋 将臣　 組谷 貴志 上川 勝 9

10 岡崎 恭司 末木 功 高嶋 均 佐藤 謙介 8:35 渡辺 創司 森木 公祐 堀尾 康弘 深澤 由行 10

11 土屋 雅史 内田 健二郎 横山 冬樹 島崎 健一 8:42 岡野 秀樹 小原沢 浩 青木 幸洋 11

12 林 愛仁 坂本 一輝 田代 邦彦 渡辺 俊明 8:49 千須和 幸直 山元 北斗 塩津 匡昭 池内 美友 12

13 山田 義弘 土田 穣　 郭 裕治 高橋 一幸 8:56 今古賀 覚 藤野 勝美 目黒 匡史 13

14 渡邊 亨 両角 修 松平 敏幸 落合 俊文 9:03 増岡 晃 林 秀典 石井 純 角田 佳春 14

15 本間 秀治 太城 茂利 清水 徳幸 櫻井 範幸 9:10 奥村 秀二 石川 高至 山本 始 齊藤 純平 15

16 粟津 健太 今野 知行 相葉 力哉 9:17 日高 大輔 高橋 英亀 立石 勝広 16
2016/9/28(水)現在

2016GDOアマチュアゴルフトーナメントシングルス戦  関東Cブロック決勝大会

太平洋クラブ江南コース

2016/9/30(金)

OUT IN

↓レディスクラス↓ ↓レギュラークラス↓

↓レギュラークラス↓


