
2019年8月14日現在

№ time № time

杉渕 義浩 槍澤 大樹 岩井 俊欣 松澤 慎太郎 白政 慎司 若菜 重昭 白井 康平 小山 郁

北原 恭平 大山 尚太 木下 晴樹 大野木 章 桜井 浩司 金崎 廣人 北沢 聡之 神林 昌夫

陽田 高広 小西 正彦 天野 正弘 湯浅 なつ季 白井 克成 柴﨑 知之 中里 朋晶 今井 敏行

中村 晃士 富田 雄一 富田 亮 岩田 善信 福島 万平 飯田 健一朗 伊澤 政宗 今村 宗

三葛 良平 関谷 一昭 吉田 文一 大竹 伸吾 海野 克己 海野 綾子 逆井 英雄 鈴木 清治

後藤 祥子 澁谷 功 永野 誠 石田 陽子 芦田 守 片岡 重勝 福山 直子 藤田 小百合

飯田 拓也 伊藤 博美 宮本 弘康 吉永 裕之 富田 英明 飯田 一行 浅田 顕司 椎名 隆次郎

佐藤 正之 中道 智宏 木島 一則 古山 則子 小野寺 亮 荒井 眞一 岡村 真吾 小林 俊貴

犬塚 正一 吉田 貴公 高橋 秀和 坪田 正子 楢山 聖志 田中 一久 太関 淳 小峰 こずえ

清水 克泰 伊藤 真司 吉賀 れい子 吉賀 謙治 山口 祐一 高木 孝治 白倉 加奈子 山田 泰彦

福元 徹 荒木 伸行 加藤 靖司 樋口 恭子 大内 主基 広原 正文 中村 仁美 中村 晃子

久保寺 実 岸野 佳久 荒木 久美 福元 玲子 辰巳 健太郎 真壁 宏仁 小尾 晴子 草薙 真弓

田口 弘光 田口 瑠之佑 早瀬 忠男 皆川 三代子 信田 裕一郎 工藤 克俊 確認中 確認中

　【注意事項】

Once a month チームB2

チーム同級生 仲良し夫婦 チーム山口 チームわんわんわ

NOB29≒NT チーム 坊々 チームエンジョイ なべやきうどん

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

　 　組み合わ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

※決勝大会への出場チーム数は当日発表いたします。

※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

※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

ケセラセラ どこ打ってんねん！！

まりもっこりーず

【ダブルス戦】 【ダブルス戦】

Rei＋ MIRAI

チーム桜

今西田浅野

絶対王者復活 ボンジョルノ

7:42

7:49

3

4

2 7:35
全村BIG4(笑)

6 8:03
SigN 美男美女

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー

2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 ダブルス戦/チーム戦 第9予選会

2019年8月24日（土） サンクチュアリ霞南ゴルフ倶楽部

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

1 7:28 1 7:28

【チーム戦】【チーム戦】

2 7:35

3

4

7:42

7:49

9

7

8

5 7:56

6 8:03

10 8:38

11 8:45

清剣DO組合 我流A

EAGLE 錦糸町クラブ

10

8:24
ゴルキチ　ナカ・サト チームK

9

7

8

8:38

11 8:45

8:17

8:31

5 7:56
ツモカズ なかよし会？

T193 調整中
8:31

8:24

8:17

12 8:52 12 8:52
チーム久久 F05A93 ラパン チームO&K

13 8:59 13 8:59
H &R プレーファースト 白髪ポールは50歳。白髪だけど 確認中


