
【注意事項】

使用ティは男性/白、女性/赤となります。

※当日、欠場する企業があった場合、組合せを変更することがあります。組合せの変更に備え時間に余裕をもってご来場ください。

大会当日は、セルフプレーとなります。同伴企業様と一緒にお声掛けし合いながらプレーの進行にご協力ください。

スロープレーヤーにはペナルティ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分前までにティーイングエリアへ集合して下さい。スタートに遅れた場合失格となります。

会場コース規定のドレスコードに準じます。各自、会場コースのドレスコードをご確認ください。

【名刺交換について】

ティーイングエリアにおきまして、同組の企業様と名刺交換をしていただきます。

2枚の名刺をご持参の上、スタートホールへお越しください。

【集合写真】

各チームの集合写真を撮影いたします。

スタート前に必ず4名お揃いの上、撮影エリア（練習グリーン付近）までお越しください。

【キャンセルに関して】

開催日3営業日前～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。)

■GDO企業対抗ゴルフ選手権2019に関するお問い合わせ先

TEL：03-6632-9545（平日：10：00～18：00/土日祝日：10：00～18：00）

■石岡ゴルフ倶楽部

TEL：0299-58-5111

【大会公式Facebook】

参加企業紹介や大会情報、開催時の様子などをぜひご覧ください。

https://www.facebook.com/GdoCompanyChamp/?modal=admin_todo_tour
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No. Time No.

1 7:22 1

繁谷 勲 菊池 勝行 入江 恭広 木内 一好 久光 秀一郎 吉田 智 中西 啓貴 豊島 丈博

シゲタニ イサオ キクチ カツユキ イリエ ヤスヒロ キウチ カズヨシ
ヒサミツ シュウイチロ

ウ
ヨシダ サトシ ナカニシ ヒロタカ トヨシマ タケヒロ

2 7:30 2

水島 由紀夫 冨谷 宏樹 市川 雄一郎 近藤 京子 乗田 朋弥 濱松 和也 林 直樹 森田 清光

ミズシマ ユキオ トミタニ ヒロキ イチカワ ユウイチロウ コンドウ キョウコ ノリタ トモヤ ハママツ カズヤ ハヤシ ナオキ モリタ キヨミツ

3 7:37 3

松本 圭太 初岡 秀高 戸伏 絵里佳 九鬼 泰昭 池田 正煕 丹羽 陽一 穂積 真嗣 岩田 健太郎

マツモト ケイタ ハツオカ ヒデタカ トブセ エリカ クキ ヤスアキ イケダ マサキ ニワ ヨウイチ ホズミ シンジ イワタ ケンタロウ

4 7:45 4

田中 祐太郎 野村 秀生 西山 達也 横須賀 哲夫 坂井 拓人 芝村 健太 土屋 圭吾 清水 俊充

タナカ ユウタロウ ノムラ ヒデオ ニシヤマ タツヤ ヨコスカ テツオ サカイ タクト シバムラ ケンタ ツチヤ ケイゴ シミズ トシミツ

5 7:52 5

重村 卓哉 清水 千賀哉 吉原 和彦 佐野 強 安福 智 中山 豊昭 岡本 和朗 小保方 徹

シゲムラ タクヤ シミズ チカヤ ヨシハラ カズヒコ サノ ツヨシ ヤスフク サトシ ナカヤマ トヨアキ オカモト カズアキ オボカタ トオル

6 8:00 6

中原 創一郎 坂 航 征矢 裕 首藤 博文 小松 貞則 平塚 政幸 花山 大輔 岩出 浩正

ナカハラ ソウイチロウ バン ワタル ソヤ ユタカ シュトウ ヒロフミ コマツ サダノリ ヒラツカ マサユキ ハナヤマ ダイスケ イワデ ヒロタダ

7 8:07 7

法領田 幸益 田村 悟 有居 昌輝 久保埜 恭毅 高橋 翔太 田中友幸 小野  大史 小澤 貴範

ホウリョウダ トモヨシ タムラ サトル アリイ マサキ クボノ ヤスタケ タカハシ ショウタ タナカ トモユキ オノ ヒロフミ オザワ タカノリ

8 8:15 8

羽鳥 剛 飯塚 正典 森 克史 高久 永紀 樋口 登士行 大矢 敦 山崎 正章 大田和 俊和

ハトリ タケシ イイズカ マサノリ モリ カツフミ タカク ヒサノリ ヒグチ トシユキ オオヤ アツシ ヤマザキ マサアキ オオタワ トシカズ

9 8:22 9

鴫原 健 安藤 亜美 平岡 卓朗 岡井 賢介 馬籠 慧 芹川 夏海 室塚 雄一郎 福田 将人

シギハラ ケン アンドウ アミ ヒラオカ タクロウ オカイ ケンスケ マゴメ ケイ セリカワ ナツミ ムロツカ ユウイチロウ フクダ マサト

10 8:30 10

前山 佑介 二瓶 渉 榎本 貴之 梅澤 正裕 栗林 孝臣 坪山 智昭 西澤 博之 掛川 真弥

マエヤマ ユウスケ ニヘイ ワタル エノモト タカユキ ウメザワ マサヒロ クリバヤシ タカオミ ツボヤマ トモアキ ニシザワ ヒロユキ カケガワ シンヤ
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㈱セガ ㈱プロギア

ブリヂストンスポーツ㈱Bブリヂストンスポーツ㈱B Criteo㈱

㈱ティーツーテクニカル

㈱セガ

㈱プロギア

㈱オートテクニックジャパン

㈱ダンロップスポーツマーケティング

㈱ティーツーテクニカル キャロウェイゴルフ㈱ キャロウェイゴルフ㈱

㈱オートテクニックジャパン ㈱ダンロップスポーツマーケティング Criteo㈱

ブリヂストンスポーツ㈱A コンポジットテクノ㈱ ㈱日立製作所 ブリヂストンスポーツ㈱A

㈱本間ゴルフ ㈱オープンストリーム コンポジットテクノ㈱ ㈱本間ゴルフ

㈱渡辺製作所

ミズノ㈱ ㈱日立製作所 ㈱オープンストリーム ミズノ㈱

ピンゴルフジャパン㈱ 方正㈱ ㈱アイエンター ピンゴルフジャパン㈱

㈱渡辺製作所 大蔵ゴルフスタジオ 方正㈱

2019/7/19掲載

OUT IN

㈱テーラーメイドゴルフ ㈱アイエンター 大蔵ゴルフスタジオ ㈱テーラーメイドゴルフ

GDO企業対抗ゴルフ選手権2019　【第1回予選会】7月26日（金）石岡ゴルフ倶楽部　使用ティ：男性/白・女性/赤


