
【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 アップランド 前川 政広 上嶋 豊治 山崎 秀樹 植村 勝将 7:11 チーム木津川 水島 孝昌 冨田 雅二 柚木 孝規 田邉 紀代子 1

2 チーム　R－1 駒澤 啓一郎 六嶋 一恵 兼久 芳朗 氷野 明 7:18 チームシンハー 古川 武志 藤原 浩一 新井 敏之 國分 周之助 2

3 チームちょいメタ 藤井 昌弘 本田 正人 小坂田 秀樹 小坂田 聡一 7:25 チームごんざれす 常吉 浩行 赤堀 匡 小西 慶正 上田 隆幸 3

4 なおき－ズ 井上 泰人 斉藤 善史 吉原 大輔 高島 直樹 7:32 チームチキン 武田 優人 中島 俊也 田中 哲治 浜崎 嘉明 4

5 Mっこクラブ 松尾 大 正木 仁 酒造 博明 井上 知佳 7:39 ゴルフの仲間たち 井畑 忠 藤原 覚 石光 堅太郎 高山 義則 5

6 DAIWA 大橋 弘人 福井 正 篠崎 明生 小山 昇 7:46 チームKASHIMA 井上 和也 加島 淳 横山 和彦 宇崎 宏明 6

7 NIKORI 小泉 和代 小泉 幸司 西尾 正 渡辺 のり子 7:53 TeamK3S 上辻 徹身 亀谷 龍也 神田 直宣 鈴木 雅博 7

8 SYYW 佐々木 一眞 吉川 泰史 吉留 一也 渡邊 利明 8:00 エクセレント　ラック 武本 一毅 岡部 秀亮 山内 幹雄 澤田 和也 8

9 Sky109 中尾 哲也 水田 主税 松尾 泰明 藤原 克也 8:07 Team FUNKY’S Golfer リベンジ 井ノ上 悦司 中島 康貴 岸本 毅 馬田 直也 9

10 ヌーピー党 辻井 史朗 瀬野 麗良 栗原 香 本多 一樹 8:14 浪速ベロ会 森川 弘一 後藤 達人 金山 仁志 金森 泰石 10

11 ゴリラと愉快な仲間たち 佐藤 昌巳 平岡 哲司 箕輪 創 樫本 晋作 8:21 チーム HART 有山 信三 高瀬 規久也 北東 徳治 陸橋 秀規 11

12 いこら会 大山 博嗣 人見 幸夫 藤本 房江 柴田 昇 8:28 海老チャコイップスお金持ち 以西 裕介 高木 勝久 國府 宏匡 松山 哲子 12

13 男気会 松野 元紀 長尾 行将 高嶋 憲 長尾 淳平 8:35 Ｆ・Ｉ・Ｓ・Ｔ 眞銅 孝安 岩崎 壮平 古家 聖士 竹中 博 13

14 チーム 中じ 藤田 剛士 村石 建治 齋藤 久富 中島 洋爾 8:42 チーム神戸ZOO 山内 猛 藤井 義士 竹内 純治 川崎 雅和 14

15 family4 浅井 利美 臼井 正文 内田 孝 樋口 典之 8:49 15

2016/10/22(土)現在

2016/10/25(火)

2016GDOアマチュアゴルフトーナメントチームスクランブル戦

関西B　決勝

OUT
time

IN

選手名 選手名
№ №

太平洋クラブ六甲コース


