
【注意事項】

※最終の組み合わせとなります。
※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 辻 俊彦 森谷 義和 海老澤 健一 大川戸 弘治　 7:40 久米 万希子 吉村 亜紗 田村 恵美 1

2 杉本 佳宏 松本 比呂志 濱田 正行 井崎 洋 7:48 大熊 祐子 山根 久美子 本間 公子 2

3 齊野 正昭 田口 文一 初川 輝純 吉田 壽幸 7:56 八町 正昭 手賀 正英 森木 公祐 小森 康弘 3

4 小山 幸雄 大熊 章夫 山本 博士 鈴木 理功 8:04 小笠原 さや子 佐藤 匡敏 大羽 純平 松島 憲章 4

5 吉川 振一 天賀 秀樹 井上 悟志 岩崎 基浩 8:12 薄井 雅夫 深澤 由行 末木 功 山口 秀幸 5

6 上河 義章 山口 賢哉 小林 靖夫 大木 克昭 8:20 萩野谷 昌利 松田 義明 梶原 裕輝 田中 浩　 6

7 藤田 憲一 井上 信明 林 政盛 8:28 渡邊 浩光 倉田 辰雄 豊島 慶一 久永 敏克 7

8 久保田 雅史 阿部 恭邦 高山 正二 高橋 誠 8:36 中川 繁 笠井 俊吾　 東島 弘明 伊藤 大和 8

9 梅原 和典 澁谷 孝典 塩津 匡昭 伊藤 哲彦 8:44 岡 寛幸　 田代 邦彦 山本 始 藤井 馨一郎 9

10 櫨山 茂 中村 智明 淺野 友太郎 石川 典良 8:52 清 裕喜 櫻井 範幸 酒川 誠 大村 英二 10

11 竹本 泰雅 朝比奈 太郎 篠崎 琢哉 真実井 浩亮 9:00 上川 勝 松井 剛 田村 辰夫 鷲田 康 11

12 江森 功 渡邉 裕忠 岡野 伸裕 高村 東吾 9:08 部家 新一朗 石澤 吉紀 寺島 和也 信田 久智 12

13 池内 久太郎 古田 滋 兵後 吉郎 山田 勝 9:16 高津 泰 池内 美友 間島 幸 大月 康司 13

14 渡部 真明 富田 英明 峯嶋 淳 中嶋 一憲 9:24 糸田 豊 宇都 嘉隆 倉橋 正和 西田 紀雄 14

15 並木 章吉 池住 英之 前田 康之 佐藤 靖 9:32 山崎 博康 清水 敦 澤野 哲哉 相澤 功 15

16 片野 秀夫 井門 正章 山崎 豊一郎 大坂 道俊 9:40 神風 敬大 加藤 利佳 横山 冬樹 千須和 幸直 16

17 古泉 新助 株木 憲明 飯田 史明 本橋 豊 9:48 永江 達史 板田 祐司 会田 耕一 17

18 辺 丙三 米重 寛之 伊藤 栄次 9:56 加藤 力也 渡邊 修 堂添 裕太郎 18

19 宇田川 登 中橋 賢隆 新川 清信 10:04 根本 隆 榎本 秀和 矢田 耕平 19

20 武藤 康利 西山 賢一郎 高橋 正也 10:12 日高 知青 林 秀典 今野 知行 20

↓レギュラークラス↓

2016/12/5(月)

西コース（日本オープンOUT） 東コース（日本オープンIN）

↓シニアクラス↓ ↓レディスクラス↓

狭山ゴルフ・クラブ（西コース　⇔　東コース）　※日本オープン同コース使用

2016/12/2(金)現在

2016GDOアマチュアゴルフトーナメントシングルス戦  関東追加1日決勝大会　第2回

↓エキスパートクラス↓

↓チャレンジクラス↓


