
№ time № time

渡邉 慎一 小林 琢二 山田 武史 島貫 誠 岩元 孝次 鈴木 基司 佐谷 智雄 矢作 謙治

淺澤 聡 貝野 哲也 町田 剛 大野 俊治 板橋 徹 住吉 健 角 雅博 成松 洋

白井 克成 柴崎 知之 中里 朋晶 今井 敏行 渡邉 真康 光田 昌美 渡辺 和宏 山中 康弘

増田 勇樹 松戸 美子 松本 浩太郎 木原 洋一 若色 正 中野 康夫 栗原 誠 林 和廣

加室 英明 高橋 伸之 川井 勝美 西岡 剛四郎 岡田 晋 久野 太辰 小松 和憲 高木 智圭

荒川 久臣 荒川 享二 野田 真吾 中安 雄三 多治見 正広 多治見 美奈子 金井 淳一 馬場 信寿

山田 佳奈 堀切 治美 清野 大輔 秋谷 亮 横田 勝美 鈴木 伸正 黒木 幸隆 上柳 茂

平安山 英慶 金森 幸一 井出野 由美 渡部 洋 足立 宏朗 下口 誠 友松 修 佐藤 匡敏

高橋 誠 末永 寛文 吉川 太雅 斉藤 俊信 福元 徹 福元 玲子 荒木 伸行 荒木 久美

三葛 良平 関谷 一昭 岡本 浩司 吉田 文一
服部 泰幸 田中 良城 大村 誠 中村 友二

佐藤 尚智 松丸 裕三 岩崎 伸一 井口 悟 大澤 隼也 太田 吉昭 岩間 裕志 関根 一紀

松山 幸茂 豊田 紀之 渡辺 一広 本多 重房 米田 信一 矢部 正道 藤原 浩二 藤原 都

杉本 信夫 玄 徳盛 杉野 智久 杉野 奈緒美 関谷 祐二 阿部 義則 確認中 確認中

【注意事項】 2018年5月25日現在
※組み合わせは右記日現在です。エントリーの状況により変更する可能性がありますことをご了承ください。
※初回発表の組み合わせ表より2組以上の時間が変更する場合は、メールやお電話にて申し込み代表者へご連絡します。
※受付は、スタート時間の30分前までに完了してください。なお、スタート時間に間に合わない場合は「競技失格」となりますので、ご注意ください。
※競技当日、欠席等の都合により組合せ及びスタート時間が変更になる場合があります。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下さい。
※競技説明を行いますので、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。
※ブロック決勝への出場ペア数／チーム数は当日発表いたします。 ゴルフライフスクランブルゴルフツアー競技委員会

【チーム戦】【チーム戦】

8 9:15 8 9:15
watayou

10 9:37
ツモカズ

8:45 5

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー

2018WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 チーム戦/ペア戦 Aブロック｜第4予選会

2018年6月2日（土）ハーモニーヒルズゴルフクラブ

【OUTコーススタート】
選手名

チーム名

【INコーススタート】
選手名

チーム名

7 9:07 7 9:07

4 8:37 4 8:37
わんわん チームＦＵＴＡＧＡＷＡ

5

DJB！YDK！ グレーンパイレーツ

9:00 6 9:00
スラ・ゴーヘイ snowpapamama

B３ チーム　ALPHA

8:45
チームフジコー

BakaFours Japan

2 8:22 2 8:22
Digital 91 いーぴんズ

1 8:15 1 8:15
島貫会

ジャングルジム

HGS

MATS 2018

【ペア戦】

【ペア戦】
10

3 8:30 3 8:30
まりもっこりーず

6

INOIWA

12 9:52 12 9:52
光に勝つ！ チーム高血圧

9:37

チーム NBC 確認中
13 10:00 13 10:00

シャンク×2 ボギーな胸騒ぎ Ⅰ　LOVE　”ボギー”

68 チームLR

9 9:22 9 9:22
チーム　テイク・デッド・エイム 食い気味

カスタムセンター チームshimbashi

11 9:45 11 9:45
アルテッツァ


