
【注意事項】

使用ティは男性/大会特設（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。

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。 

スタート前に競技説明・名刺交換をすることから、スタート時間10分前を目安にスタートホールへご集合ください。 スタートに遅れた場合失格となります。

服装は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。

【受付について】

大会受付にて必ず名刺をご提出ください。企業名・お名前を確認させていただきます。

【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（3名）と名刺交換をします。

当日は必ず、最低4枚の名刺をご持参の上、ご来場ください。

【メンバー変更・キャンセルに関して】

開催日3営業日前～大会前日の12:00までは下記お問い合わせ先までご連絡ください。(エントリーフィの返金はできません。)

大会前日の12:00以降は必ずゴルフ場にご連絡ください。

■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）

■カレドニアン・ゴルフクラブ

TEL：0479-82-6161

【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.

日本紙パルプ商事㈱ ㈱東京スター銀行 ㈱プロギア ㈱芝浦ホールディングス 鹿島建設㈱ ピンゴルフジャパン㈱ ㈱トキワ ㈱野村総合研究所Ｂ

山本眞介 佐藤聖己 西澤博之 竹下好司 三原洋介 初岡秀高 杉島優輝 原田豊

㈱野村総合研究所A ㈱テクモ コンポジットテクノ㈱ テーラーメイドゴルフ㈱ ㈱マイナビ PLネットワークサービス㈱ 方正㈱ ㈱本間ゴルフ

福田慎吾 大山雄二 中山豊昭 繁谷勲 横手浩平 長谷部貴士 乘田朋弥 重村卓哉

㈱SUBARU ㈱ホンダアクセス 日本ユニシス㈱ キーサイト・テクノロジー ブリヂストンスポーツ㈱ ランスタッド㈱ 一社) 日本メンズフラダンス協会

_ 土田稔 池田雅一 萩生田幹夫 花山大輔 長瀬敦也 厚川光治

㈱ティーツーテクニカル ㈱ダンロップスポーツマーケティング 三井ホームコンポーネント㈱ ㈱日立製作所 ㈱マキノ 川重冷熱工業㈱ ㈱ティーツーテクニカル

栗林孝臣 和田祐二 宮崎竜夫 西山達也 平島英雄 隣亮次 羽鳥剛

㈱日立製作所 方正㈱ ㈱マキノ ㈱野村総合研究所Ｂ コンポジットテクノ㈱ ㈱ホンダアクセス 日本紙パルプ商事㈱ ㈱芝浦ホールディングス

小松貞則 篠崎弘美 大森隆 播元栄作 征矢裕 長谷川謙二 宮西健一 黒崎誠

川重冷熱工業㈱ ㈱本間ゴルフ ㈱マイナビ ランスタッド㈱ ㈱野村総合研究所A ㈱東京スター銀行 三井ホームコンポーネント㈱ ㈱プロギア

西嶋祐希 清水千賀哉 荻田泰夫 新村努 清水勝利 小森豊 伊藤史麿 掛川真弥

㈱トキワ 一社) 日本メンズフラダンス協会 鹿島建設㈱ ピンゴルフジャパン㈱ 日本ユニシス㈱ ㈱テクモ ㈱ダンロップスポーツマーケティング キーサイト・テクノロジー

市村直也 横田剛 山崎大輔 松本圭太 尾崎美保 宮原智久 小澤貴範 池原司益

コンポジットテクノ㈱ キーサイト・テクノロジー ブリヂストンスポーツ㈱ PLネットワークサービス㈱ 川重冷熱工業㈱ 一社) 日本メンズフラダンス協会 ㈱SUBARU テーラーメイドゴルフ㈱

首藤博文 山下洋史 岩出浩正 長谷川孝 田中博之 鏑木大介 齋藤稔 土谷紀貴

㈱ダンロップスポーツマーケティング ㈱東京スター銀行 ㈱芝浦ホールディングス 日本紙パルプ商事㈱ ㈱日立製作所 PLネットワークサービス㈱ ㈱トキワ ㈱ティーツーテクニカル

小野大史 越智康政 村田直樹 小山貴史 横須賀哲夫 中山智貴 保坂雄一郎 飯塚正典

㈱野村総合研究所A ㈱ホンダアクセス テーラーメイドゴルフ㈱ ㈱テクモ 鹿島建設㈱ ランスタッド㈱ ㈱本間ゴルフ

宇佐美清 長友洋一 中西啓貴 西村順一 金綱伸一 栗田智香司 岡本和朗

㈱SUBARU ㈱プロギア 日本ユニシス㈱ 三井ホームコンポーネント㈱ ㈱マイナビ ピンゴルフジャパン㈱ 方正㈱ ㈱野村総合研究所Ｂ

田高和之 榎本貴之 小森大輝 東條孝治 金澤大 岩田健太郎 濱松和也 大城遼太郎

㈱ティーツーテクニカル ㈱野村総合研究所Ｂ 一社) 日本メンズフラダンス協会 ㈱本間ゴルフ 三井ホームコンポーネント㈱ ㈱テクモ ブリヂストンスポーツ㈱ ㈱マキノ

坪山智昭 長堀大道 本多伸光 小保方徹 三浦徳光 大石智久 坂航 牧野拳一郎

㈱トキワ 方正㈱ 川重冷熱工業㈱ 日本ユニシス㈱ テーラーメイドゴルフ㈱ ㈱芝浦ホールディングス キーサイト・テクノロジー

山﨑達也 戸伏絵里佳 小菅誠 立本敬人 菊池勝行 中村尚紀 田丸寿幸

㈱マキノ ピンゴルフジャパン㈱ ランスタッド㈱ PLネットワークサービス㈱ コンポジットテクノ㈱ ㈱東京スター銀行 ㈱ホンダアクセス ㈱プロギア

牧野純也 穂積真嗣 リィンデンテーラー 山口智之 安福智 井口靖也 杉本純 梅澤正裕

ブリヂストンスポーツ㈱ ㈱マイナビ 鹿島建設㈱ ㈱日立製作所 ㈱SUBARU ㈱野村総合研究所A ㈱ダンロップスポーツマーケティング 日本紙パルプ商事㈱

中原創一郎 松岡勇作 松並良 平塚政幸 星野浩輝 久保並城 有居昌輝 沢田幸宏
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OUT IN

1 8:12 1

2 8:20 2

3 8:28 3

4 8:36 4

5 8:44 5

6 8:52 6

7 9:00 7

10

11 9:32 11

8 9:08 8

9 9:16 9
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14 9:56 14

15 10:04 15

12 9:40 12

13 9:48 13

10 9:24


