
順位 決勝進出 入賞 チーム 氏名 氏名 グロス HDCP ネット 順位 決勝進出 入賞 チーム 氏名 氏名 グロス HDCP ネット

1 位 Ｕ１０ 内田 寛之　 	内田 有紗 77 9.6 67.4 50 位 好緑会Ａ 林 繁寿　	 森田 隆 68 -3.6 71.6

2 位 キッスＨＢピクニック 岩河 貴也	　 岩河 有加里 63 -4.8 67.8 51 位 ちゃんゆみ♡Ｂ 榊原 信治　 	佐々木 紀文 68 -3.6 71.6

3 位 レオナ 木下 祐子	　 黒田 真智子 68 0.0 68.0 52 位 おっちゃん 岩下 有司　 	光兼 征三 74 2.4 71.6

4 位 ＨＹ 西谷 英昭　 	新開 由里子 65 -3.6 68.6 53 位 Ｗカズファイターズ 岡本 一久　 	久保 義一 67 -4.8 71.8

5 位 三十路の平成ギャル 和泉 亜莉沙 	岡 真由香 65 -3.6 68.6 54 位 やっちゃんよっちゃんぺ 山下 安亮	　 伊賀 美仁 67 -4.8 71.8

6 位 タケちゃん 竹内 和雄　 	竹田 啓一 70 1.2 68.8 55 位 チーム２１年会 幾島 忠司　 寺尾 茂樹 73 1.2 71.8

7 位 タカ・ツヨポン 河野 強	　 続木 貴恵 76 7.2 68.8 56 位 チームさや 森西 沙耶 	永井 翔 73 1.2 71.8

8 位 ロッキーとブーン 十鳥 茂樹	　 近藤 理恵子 69 0.0 69.0 57 位 Ｏ・Ｆソリューション 大林 努	 藤原 隆裕 79 7.2 71.8

9 位 出藍の誉れ 小野 賢吾	　 松本 奈美雄 69 0.0 69.0 58 位 ヘラクレス２号 尾島 克典 	山本 晴丈 66 -6.0 72.0

10 位 まるみや親子 宮谷 一敬	　 宮谷 幸明 62 -7.2 69.2 59 位 Ｍ９３ 曽根 大輔 	岡津 幸佑 66 -6.0 72.0

11 位 ミュウツー 向井 加代子 	頼富 重幸 67 -2.4 69.4 60 位 好緑会Ｂ 宮本 博幸 	村尾 彰 72 0.0 72.0

12 位 Ｍ９８ 渡辺 貴大　 髙田 俊輔 67 -2.4 69.4 61 位 ２２ 川口 祐輝 	鈴木 拓美 72 0.0 72.0

13 位 阿波道路 福生 博之	　 三木 誠二郎 66 -3.6 69.6 62 位 Ｙ.Ｊ.企画 岡村 淳	 下元 貴文 72 0.0 72.0

14 位 阿波道路２ 天野 樹里	　 福井 麻美 78 8.4 69.6 63 位 チームＹ・Ｋ 谷村 有一 	村上 東市郎 71 -1.2 72.2

15 位 他力本願Ａ 髙橋 裕一　 	石水 裕三 65 -4.8 69.8 64 位 なかじーサブチャンネル 中山 匡司 	中山 紀子 71 -1.2 72.2

16 位 天文 谷本 豊	　 橋田 和豊 71 1.2 69.8 65 位 チームＭ・Ｍ 松村 弘二 	西岡 美香 71 -1.2 72.2

17 位 Ｋ＆Ｓ 井上 新司	　 造田 加恵 71 1.2 69.8 66 位 小男’S 古川 和史 	森下 寛司 71 -1.2 72.2

18 位 ラムジーズ 石村 裕亮	　 西山 文彦 64 -6.0 70.0 67 位 ベストゴルフ 金築 修	 松岡 秀司 77 4.8 72.2

19 位 チームふうちゃん 斉藤 富美香 横江 泰司 64 -6.0 70.0 68 位 ポンコツ 中西 文夫 	山本 香 70 -2.4 72.4

20 位 グータッチ 樋口 洋 斉藤 利和 76 6.0 70.0 69 位 やぎまつ 松岡 修司 	矢木 祐一 70 -2.4 72.4

21 位 チームにこめ 細川 満隆	　 桑村 奈緒美 63 -7.2 70.2 70 位 おしどり 中北 繁光 	中北 敦子 76 3.6 72.4

22 位 あらなつ 井尻 勝也	　 井尻 洋子 63 -7.2 70.2 71 位 ＴＥＡＭブン 泉岡 文教 	水本 大介 69 -3.6 72.6

23 位 ＭＢＧ 富田 佳子　 	田中 政代 69 -1.2 70.2 72 位 メテオライト 二宮 夕子 	萩尾 昌三 69 -3.6 72.6

24 位 チームアワシマ 德重 和幸	　 菅野 尊之 69 -1.2 70.2 73 位 Ｑたろー 有岡 正博 	松田 久江 69 -3.6 72.6

25 位 サラリーマン 森 隆	　 徳本 亜貴 69 -1.2 70.2 74 位 「アンチレイアップ」 八木 慧史 	荒井 公輔 69 -3.6 72.6

26 位 隆弘 鳥取 あい	　 庄田 隆弘 69 -1.2 70.2 75 位 目指せパーゴルフ 松本 一雄 	菅 計人 75 2.4 72.6

27 位 カレーうどん 才野 剛	　 岡 香里 69 -1.2 70.2 76 位 チームＭＮＢ 十川 善行 	落合 俊光 75 2.4 72.6

28 位 ふくちゃん 福岡 史郎　 	高田 誠 68 -2.4 70.4 77 位 TEAM-D＆F 宮西 誠	 毛利 真人 68 -4.8 72.8

29 位 アッキー＆はるみ 中川 暁美　 	鈴木 晴美 68 -2.4 70.4 78 位 チーム３１年会 伊藤 勝	 三股 利明 74 1.2 72.8

30 位 カップなめ太郎 石井 照二	　 小山 巨樹 68 -2.4 70.4 79 位 ジョージア 岡田 一功　 	曽我部 喜生 74 1.2 72.8

31 位 四番町シニアキング 平井 賢治	　 古市 亮 68 -2.4 70.4 80 位 ＬＡＵＲＥＬ 内山 信一 	諏訪 博文 74 1.2 72.8

32 位 いくじろー 鶴岡 省吾　 	大谷 育美 68 -2.4 70.4 81 位 きやま会・Ｂ 安井 伸 宮﨑 隆史 74 1.2 72.8

33 位 クワガタとカブトムシ 矢野 諭	　 十鳥 大樹 68 -2.4 70.4 82 位 美女と野獣 中藤 宏之郎 	佐々木 愛 73 0.0 73.0

34 位 チーム６３ 髙橋 正弘　 	塚本 隆 74 3.6 70.4 83 位 よっしぃーず 元木 武志 	阿佐 尚和 72 -1.2 73.2

35 位 飛勇馬 鳥取 飛勇馬 石井 ひとみ 74 3.6 70.4 84 位 チームさんじ 小松 康樹 	小松 佳恵 72 -1.2 73.2

36 位 チームＫＡＩＳＡＮ 雉尾 誠治　 	井上 武 67 -3.6 70.6 85 位 R family 岡本 竜二 	高橋 里枝 78 4.8 73.2

37 位 Ｚ９８ 岡下 幸司	　 窪川 芳弘 67 -3.6 70.6 86 位 チームいっこめ 原 敬二	 原 早苗 77 3.6 73.4

38 位 ベストタッグ 池本 達彦　 	田村 巧 66 -4.8 70.8 87 位 シルバーバック 赤澤 明宏	 南原 政彦 70 -3.6 73.6

39 位 チームシャンクス 安藤 彰浩	　 山下 悟 66 -4.8 70.8 88 位 Ｓ＆Ｋ 新谷 幸雄　 	鎌野 正洋 70 -3.6 73.6

40 位 シューズは靴ひも派 萱原 健二	　 青木 瑞穂 72 1.2 70.8 89 位 尾崎J’S 長瀬 功順　 	梅田 高伸 70 -3.6 73.6

41 位 べたぴん 曽我部 和幸 	向井 香津子 65 -6.0 71.0 90 位 カップルデカ 溝渕 護　	小比賀 飛鳥 87 13.2 73.8

42 位 にゅうめん３ 黒川 博之　 	中本 智久 65 -6.0 71.0 91 位 TeamそうたⅡ 林 康平	　 松原 めぐみ 68 -6.0 74.0

43 位 チーム釣りバカ 渡辺 充	　 村山 勉 65 -6.0 71.0 92 位 きやま会・Ａ 唐渡 知秀	 杉野 忠伸 74 0.0 74.0

44 位 チームＮＪ 近田 浩司	　 大谷 竜也 82 10.8 71.2 93 位 昌剛 福家 剛	　 森本 昌巳 67 -7.2 74.2

45 位 ポンポコ	 和泉 大輔	　 小林 洋二 63 -8.4 71.4 94 位 jackass 髙田 大輔　 	髙田 礼 84 9.6 74.4

46 位 クッシー＆カーマイケル 楠橋 高幸	　 森 政之 63 -8.4 71.4 95 位 フルスイング 杉原 智	　 松本 章悟 77 2.4 74.6

47 位 マン振り番長’S 鵜野 雅弘	　 向井 良 69 -2.4 71.4 96 位 イーグル 阿戸 貴重	 高谷 岩男 85 9.6 75.4

48 位 ヘラクレス１号 竹下 高弘　 	大西 由記 69 -2.4 71.4 97 位 ＮＧＮＬ 稲垣 武志	 鴨川 英和 74 -2.4 76.4

49 位 Great Italy 伊藤 佑弥	　 多田 州作 69 -2.4 71.4

決勝進出 入賞 チーム グロス

1位 TEAMそうた 62

2位 まるみや親子 62

3位 クッシー＆カーマイケル 63

グロスの部

※隠しホール　OUT②③④⑤⑦⑧　IN⑩⑪⑬⑮⑰⑱

※順位決定方法：①グロス　②マッチングスコアカード方式
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