
【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。）

【メンバーの変更について】
※各地区予選会、決勝大会ともにメンバー変更を1チーム1名まで認めるものとします。

チーム名 チーム名

1 オタマ 武藤 政弘 渡邊 一義 會田 新之助 8:00 チーム清水一浩 川那子 英宣 長谷川 一 川那子 弘巳 榎戸 徳男 1

2 中野フレンズ 磯部 直亮 森山 尚文 江口 敦 高津 克志 8:08 Ｙ．Ｇ．Ｃ． 横川 和正 貝塚 正康 石黒 明子 小倉 京子 2

3 team　ace 檜山 亮介 茅根 俊之 蝦名 巧 今村 渉 8:16 チーム MITU 見津 佳子 斎藤 勇人 永野 誠 谷崎 美樹 3

4 まぐろ 森田 隆昭 金子 雅之 海老澤 唯 小山 謙二 8:24 X 岸野 修 元木 秀俊 小川 昭信 桜井 進 4

5 チームUTB 川越 寿美代 佐野 富治 深澤 伸行 大島 浩 8:32 S-jyuku 内尾 忠臣 高橋 茂樹 倉 尚 田中 宏顕 5

6 チームだいじょうぶ。 鈴木 洋 長尾 福治郎 勝田 兵吉 長尾 説子 8:40 MJ 岩井 靖仁 高橋 靜司 東 夏規 柿内 英幸 6

7 BBF 張ヶ谷 忠 松木 良太 熊山 猛 嶋田 直人 8:48 PETERS 沼尾 保秀　 武田 智之 三浦 十四郎 鎌田 孝史 7

8 Team Sam 海老根 隆広 植草 誠 吉田 勝美 福原 豪支 8:56 バウス 桑田 祥平 阿光 寛朗 森田 道明 鈴木 力 8

9 チームSARU 小池 章弘 水野 正雄 長谷川 雄二 川端 健一 9:04 KGT会 長谷川 義晴 廣井 栄二 西澤 道祐 加藤 靖司 9

10 必殺シャンク！ 中村 賢司 後藤 真梨奈 金子 修 中山 功一 9:12 オレンジカウンティクラブ 濱屋 喜芳 上野 伸 進藤 賢二 大慈弥 拓哉 10

11 c21 飯沢 卓司 藤沢 宗一郎 清藤 寿幸 佐藤 武彦 9:20 YKB倶楽部 チームK 矢野 竜一 箕輪 徹也 亀倉 誠 田中 康彦 11

12 TEAM TELINK 福田 啓助 岸 貴敏 癸生川 正人 高倉 一浩 9:28 F.G.C 平山 耕司 沼田 満弘 神谷 和宏 曽我 仁 12

13 チームシャンクス 大場 守 高橋 和人 野口 達也 海老澤 和博 9:36 チームマサキ 青池 剛志 須田 正人 大澤 俊之 関根 正博 13

14 チームGB2 那珂 晴義 松村 政文 佐瀬 祐一 宍倉 勝好 9:44 ヴィクトリー 緑川 剛 松永 武士 発知 努 豊田 清伸 14

15 9:52 クライスラーチーム 神 羊二 楠澤 敏枝 太田 依布子 堂前 公 15
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