
【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、撮影エリアまで（受付にてご案内）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）

■プレステージカントリークラブ

TEL：0282-31-1111

【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.

杉本 純 長谷川 謙二 須賀 修二 板垣 文隆 小池 俊一 山﨑 恒 森本 佳位 高橋 一彰

スギモト ジュン ハセガワ ケンジ スガ シュウジ イタガキ フミタカ コイケ シュンイチ ヤマサキ ヒサシ モリモト ヨシミ タカハシ カズアキ

田中 博之 小菅 誠 林 伸哉 林 永珠 成田 英則 野口 和宏 米田 孝嗣 巽 一則

タナカ ヒロユキ コスガ マコト ハヤシ ノブチカ リム ヨンジュ ナリタ ヒデノリ ノグチ カズヒロ ヨネダ タカシ タツミ カズノリ

伊藤 広隆 引地 信一朗 山﨑 達也 杉島 優輝 市村 直也 保坂 雄一郎 西嶋祐希 飯沼和重

イトウ ヒロタカ ヒキチ シンイチロウ ヤマザキ タツヤ スギシマ ユウキ イチムラ ナオヤ ホサカ ユウイチロウ ニシジマ ユウキ イイヌマ カズシゲ

長瀬 敦也 リィンデン テーラー 小森 豊 越智 康政 湯浅 誠司 廣道 憲次 新村 努 栗田 智香司

ナガセ アツヤ リィンデン テーラー コモリ ユタカ オチ ヤスマサ ユアサ セイジ ヒロミチ ケンジ シムラ ツトム クリタ チカシ

三浦 徳光 東條 孝治 西川 浩正 毛塚 隆太朗 佐藤 聖己 井口 靖也 伊原 大起 播元 栄作

ミウラ ノリミツ トウジョウ タカハル ニシカワ ヒロマサ ケヅカ リュウタロウ サトウ マサキ イグチ セイヤ イハラ ダイキ ハリモト エイサク

原田 尚基 後藤 敦史 木村 良輔 大野 学 小山 貴史 沢田 幸宏 伊藤 史麿 宮崎 竜夫

ハラダ ナオキ ゴトウ アツシ キムラ リョウスケ オオノ マナブ コヤマ タカシ サワダ ユキヒロ イトウ フミマロ ミヤザキ タツオ

長堀 大道 原田 豊 宮西 健一 山本 眞介 片野 良太 塩畑 勝大 板倉 譲治 松本 貢

ナガホリ マサミチ ハラダ ユタカ ミヤニシ ケンイチ ヤマモト シンスケ カタノ リョウタ シオハタ カツオ イタクラ ジョウジ マツモト ミツグ

兼平 純 鬼頭 洋三郎 佐藤 央貫 中谷 洋平 各務 茂雄 中島 克明 松岡　勇作 金澤 大

カネヒラ ジュン キトウ ヨウザブロウ サトウナ カユキ ナカヤ ヨウヘイ カガミ シゲオ ナカジマ カツアキ マツオカ ユウサク カナザワ マサル

横手 浩平 荻田 泰夫 本田 彰宏 田高 和之 星野 浩輝 田村 真利 安部 賢司 安田 隆

ヨコテ コウヘイ オギタ ヤスオ ホンダ アキヒロ タコウ カズユキ ホシノ ヒロキ タムラ マサトシ アベ ケンジ ヤスダ タカシ

西本 圭一郎 金子 篤史 山藤和也 張本 貴雄 竹下 好司 黒崎 誠 伊藤 健太 野崎 勇司

ニシモト ケイイチロウ カネコ アツシ サントウカズヤ ハリモト タカオ タケシタ コウジ クロサキ マコト イトウ ケンタ ノザキ ユウジ

細井 一弘 吉田 虎 中村 尚紀 村田 直樹 奥山 昌宏 藤原 光洋 齊藤 敦 牧野 友貴

ホソイ カズヒロ ヨシダ タケシ ナカムラ ナオキ ムラタ ナオキ オクヤマ アキヒロ フジワラ ミツヒロ サイトウ アツシ マキノ トモキ

中尾 浩次郎 酒井 謙 小島 亮平 李 明樹

ナカオ コウジロウ サカイ ケン コジマ リョウヘイ リ ミョンス
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㈱ナカノフドー建設 CROOZ SHOPLIST㈱
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サンフロンティア不動産㈱ CROOZ SHOPLIST㈱

8:52

㈱ 芝浦ホールディングス サンフロンティア不動産㈱

11

ＣＳＳ ㈱ 芝浦ホールディングス

9:00

㈱ナカノフドー建設

住商グローバル・ロジスティクス㈱

8

住商グローバル・ロジスティクス㈱ ㈱バンダイ

8:36

㈱ドワンゴ ㈱マイナビ

9

㈱マイナビ ㈱SUBARU

8:44

㈱SUBARU

プライマル㈱

6

プライマル㈱ ㈱ドワンゴ

8:20

日本紙パルプ商事㈱ A 三井ホームコンポーネント㈱

7

㈱野村総合研究所 Ｂ 日本紙パルプ商事㈱ A

8:28

㈱バンダイ

㈱野村総合研究所 Ｂ

4

ランスタッド㈱ ㈱東京スター銀行 A

8:04

日本紙パルプ商事㈱ Ｂ ランスタッド㈱

5

三井ホームコンポーネント㈱ 日本紙パルプ商事㈱ Ｂ

8:12

㈱東京スター銀行 A

川重冷熱工業㈱

㈱ホンダアクセス

2

川重冷熱工業㈱ ㈱東京スター銀行 B

7:48

レンゴー㈱ 三井住友ファイナンス＆リース㈱

3

三井住友ファイナンス＆リース㈱ ㈱トキワ

7:56

㈱トキワ
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1

㈱ホンダアクセス レンゴー㈱

7:40

㈱東京スター銀行 B
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