
2019年12月8日現在

№ time № time

内藤 陽子 山田 勝久 武藤 永男 武藤 京子 石井 美紅 湯浅 良平 櫻井 恵 田中 裕一郎

藤森 英樹 藤森 由香 白井 由美 白井 貴之 横田 信一 中山 ゆかり 蕪木 有紀 蕪木 登

藤井 庸史 中村 浩子 増田 勇樹 松戸 美子 小泉 穣 岩永 純子 大倉 尚子 辻 涼介

加賀見 敦子 萩原 克芳 山本 博士 岡崎 奈巳 市原 澄彦 玉川 舞子 増田 千草 富山 勝俊

海老原 亜美 坂本 匠 臼井 荘一 臼井 雪江 植田 雪雄 本多 美津子 瀬古 友二 瀬古 瑛里菜

加瀬 二朗 新井 美奈子 以西 裕介 加藤 典子 黒須 美穂 黒須 浩仁 嶋田 義郎 船越 菜美

松本 祐子 長瀬 優二 太田 聡 大川 真由美 小坂 正浩 小坂 友理 柴田 文香 森茂 生一

尹 永淑 米山 政志 佐藤 亮 宇野 敦子 岩本 綾 高磯 佳安 川島 香織 濱野 美紀夫

市川 清 榎本 ちはる 粂野 俊之 粂野 和美 笠原 久義 朝倉 亜貴 池田 里美 近藤 正樹

鈴木 尚嘉 橋本 淑乃 日沖 昇市 日沖 幸代 寺部 安代 林 完渡 安田 美穂 下前 裕嗣

佐々木 清士 森本 智恵美 古原 佳代 佐藤 雅彦 渋木 佐輝子 奥山 剛央 福嶋 あみ 内田 俊哉

鈴木 啓子 島田 雄一 中村 貴子 森 正行 林 美佐紀 村上 幸成 小泉 和章 河野 紀子

石塚 年啓 石塚 明子 山内 正江 山下 恭平 広川 也未 菊地 由起 古川 志野 古川 武志

岡田 誠 土田 麻美 梶谷 春美 鈴木 修 田中 一久 田中 久美子 古内 泰弘 阿部 木綿子

坂下 祐樹 秦 宣子 芹澤 伸介 芹澤 香織 古泉 聡 古泉 妙子 針谷 珠光 松久 功

三嶌 隆司 山本 直美 石原 一哉 石原 茂子

林 洋一 石田 育子 大曽根 靖斉 朝倉 千幸

小川 秀実 村井 利奈 田中 裕之 高橋 真理

北本 万里子 宮川 昌治 菅野 泰司 脇 玲恵子

大谷 秀雄 内田 純子 早乙女 かおる 稲葉 裕之

髙橋 慶一 杉本 貴子 富澤 由美子 長澤 顯

平賀 恵美子 平賀 節朗 白川 雅子 丈達 眞人

上野 由紀 上野 順一 酒井 明 酒井 由美子

武政 光志 和田 啓子 三浦 京子 武田 義明

　【注意事項】

なんとかなるさ COCO

14 9:10 14 9:10
Tiger Dash

アルコールズ チーム54

10 8:42 10 8:42
チーム天空 ポコ ぐでたま CC&Leon

9 8:35 9 8:35
チームシャケ Soulmates

チームレア オリンピック

8 8:21 8 8:21
チームB型 NKSゴルフ部 綾鷹 ＨＫ

7 8:14 7 8:14
TEAM  Ｙ ココキャット

6 8:07 6 8:07
ミッケ&ミミパン ダブルエックス 黒豆 ゆきだるま

4 7:53

5 8:00

4 7:53

5 8:00

3

1

2

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー

2019ミックスペアスクランブルゴルフ選手権 スクラッチの部/ダブルペリアの部 全国決勝

2019年12月9日（月） レイクウッドゴルフクラブ 東コース

【ＯＵＴコーススタート】 【ＩＮコーススタート】

【スクラッチの部】

横浜池ぽちゃ会A チーム☆寛樹
3 7:46

グランメゾン横浜 わんわん

たまりん きりたんぽ
7:32

7:46

1

2 7:39

7:32

7:39
レッドカレー スリーアイ

※受付は、スタート時間の40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

チーム08 チームカブ

【スクラッチの部】

R39 Boss & Megu

MOMO チームたぬき ウルトライーグル かっちぃたいんやぁぁ

UBITEC ゆっきー&そーちゃん マリンタワー チーム☆おやこ(ラスワン…?)

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー競技委員会

　※組み合わせは右上の日現在です。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

　※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、スタート時間の10分前までにティーグラウンドへ集合して下さい

11 8:49 11 8:49

【ダブルペリアの部】

teaup チームみのる らぶみかん チームMIEボーイズ

12 8:56 12 8:56
チームOK チーム　富士小野 White-Lion in the center

13 9:03 13 9:03
チームアッコ チップイン

おはる K.T ヤスヒー&ユウコ

15 9:17 15 9:17
NY1175 スタック＆バーボー チーム・Lab ボーダーズ

【ダブルペリアの部】

9:24

しいたけ倶楽部 葛飾ゴルフクラブ

ひまわりsun 1841

17 9:38

17 9:38

M&m Challenger

ポーズアンドガール 埼群ゴルフクラブ

9:45

宝石広場 サワーズ

ドラゴンスネーク ちゃうちゅーる

19 9:52

19 9:52

フリーダム チームまる

ヒラガ ﾁｰﾑﾈｸｽﾄﾜﾝ

20 9:59
チーム　ヒマワリ ヨシ&キョン

【ダブルペリアの部】【スクラッチの部】

18 9:45

18

16 9:24

16


