
№ time № time

荒砂 陽介 安田 有一郎 川本 悟郎 安田 美子 文箭 将之 橋本 和晃 間渕 清貴 鈴木 康弘

渡辺 はまい 渡辺 秀樹 篠原 三成 佐藤 雄太 徳竹 淳 原田 悟旨 片岡 大地 藤木 純平

徳島 政治 田中 俊行 福井 満治 山室 公志郎 冨岡 俊宏 丸山 尚貴 田中 千春 杉山 元泰

半田 健二 半田 美由紀 大畑 雅之 増田 麗菜 金田 康成 小川 忠亮 福島 和貴 森口 一明

井上 和也 加島 淳 横山 和彦 宇崎 宏明 宮山 浩行 平田 生人 加藤 純 松崎 有美

上村 英輔 大島 弘己 大貫 和秀 佐藤 克彦 松丸 佳孝 林 正則 船越 菜美 松岡 綾乃

朝倉 ひとみ 倉田 勝弘 根本 悠誠 須藤 みかな 小林 且雄 厚澤 克俊 田嶋 優子 繁田 勝

前田 忠憲 中水 滋己 宮嶋 哲也 浅原 克浩 矢野 裕之 向井 敦司 平野 陽介 浦 詞郎

和田 博之 堀 静男 鈴木 國也 五十嵐 正則 加藤 俊二 加藤 一仰子 高橋 敏彦 高橋 明美

高松 喜一 兼子 範之 中野 健一 髙田 和彦 八色 雅之 塩谷 勝 三浦 正道 菅沼 利文

小寺澤 嘉宏 受井 哲男 中川 恵一朗 古屋 祐介 松本 浩太郎 田辺 桂子 茂木 淳一 茂木 正子

重南 慶彦 二階堂 源也 佐々木 賢 吉沢 一琉 永作 善亮 小林 秀也 大野 徳久 高橋 佳代子

梶谷 春美 島田 明子 鈴木 修 小川 恭伸 吉田 信行 森田 誠 千田 敦 蜂谷 進午

篠原 健二 宮林 新吾 梶原 竜夫 中村 光里 川口 正洋 星山 和義 中村 壽成 松井 敬二

野口 秀之 岡野 昌之 中村 彰男 萩原 利弘 于 良 宋 軍平 丹羽 基樹 吉田 無限

金子 茂行 大栁 博也 原田 貴子 森 正行 細越 隆幸 宮城 克也 小原 康晴 田中 大輔

関 夕介 佐藤 佑也 當宮 具幸 仲間 満 松田 考平 柳澤 賢仁 朴 智華 魯 政一

広野 幾男 臼井 武 宮坂 月子 岩本 孝志 伊藤 武 伊藤 嘉盛 山本 進 江島 俊雄

土井 英幸 永谷 文彦 梅澤 桂 吉田 隼人 杉野 雄三 西 宏育 盛山 明 大川 ひとみ

朝生 翔太 梁井 竜輔 神谷 裕美 神谷 祐二 末金 成俊 勝田 兵吉 座光寺 透 両角 力

高田 典和 津呂 暢紀 片岡 健太郎 中里 勲 茂野 進司 安田 周平 佐伯 完碩 木村 鉄三

髙岸 勲 大久保 敏和 大関 淳 小峰 こずえ 尾﨑 幸則 島岡 良二 山田 義治 須藤 紀尚

宮本 一男 冨谷 宏樹 小山 卓也 森本 智恵美 櫛毛 真吾 新村 義幸 西原 明 伊藤 四季春

髙橋 眞二 大西 慶一郎 武藤 永男 武藤 京子 原田 聡 横山 敦信 植田 雪雄 本多 美津子

三枝 こころ 森田 えりか 0 0 太田 泰造 山村 孝之 佐野 健作 豊泉 光市郎

野村 タケオ 靍原 弘高 0 0

　【注意事項】

19 9:59

20 10:13

21 10:20

22 10:27

17

18

19

20

関東エリア第5予選 2位通過

若広臼井 ロンド・ベル

関西エリア第1予選 2位通過 関東エリア第6予選 2位通過

関東エリア第3予選 2位通過 関東エリア第1予選 2位通過 関東エリア第2予選 2位通過 関東エリア第5予選 1位通過

チーム53 モリモリ

Six and Eight YKとYK なるへい いいあんばい

酎ばっか72 チーム梅吉 9:59

10:13

関東エリア第2予選 2位通過

4 8:00

5 8:07

4 8:00

5 8:07

10 8:49

関東エリア第4予選 1位通過 関東エリア第1予選 1位通過

9 8:42 9 8:42ベルケンカルテット チームsita

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー

第2回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 Spring-Summer チーム戦／ダブルス戦 決勝大会

2020年8月17日（月） 太平洋クラブ 御殿場コース

2020年8月14日現在

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

【チーム戦】 【チーム戦】

Team Watanabe ネクストパーフェクト

1 7:39 1 7:39
ガチガチ団 エンジョイゴルファーマ改

2 7:462 7:46

Grand Slam 和光バーディーズ
3 7:53 3 7:53

森田一門

ひかりと闇 城陽カントリー

エンジェル KOFMチャプチャプ会

9:24149:2414

13 9:17 13 9:17
平本チルドレン

関東エリア第3予選 1位通過 関東エリア第2予選 1位通過

10 8:49

チョコボール チーム凸凹

かっちゃんよろしく！ 人の金で焼肉が食べたい

チームカシマ2020 マイスタイルB

関東エリア第6予選 2位通過

7 8:28

関東エリア第4予選 2位通過

7 8:28

関東エリア第5予選 2位通過

関東エリア第1予選 2位通過 関東エリア第1予選 2位通過

【ダブルス戦】 【ダブルス戦】

15 9:31 15 9:31
チームゴン太 チーム篭坂 アマゾン 風神雷神

11 8:56 11 8:56JMI マーチンと愉快なＪ－ＫＯＫＥ
関東エリア第6予選 1位通過 関東エリア第5予選 1位通過

12 9:03 12 9:03☆VSTAR☆ ゴールドメダリスト
シード権

TEAM WE Team VIVI

シャイ・肉・ロード Ｔ＆Ｎ

16 9:38 16 9:38
チーム3159 チーム☆富士小野GC M&Hズ チーム小太り

チーム柳田 チーム　ソロトッコ
17 9:45

18 9:52

9:45

9:52

10:3423

チーム湊 チームひま

野獣 調整中 カール&サンタ NY-GT

チーム海南・椿 けんちゃん W なかちゃん
関西エリア第2予選 1位通過 関東エリア第2予選 1位通過 シード 関東エリア第4予選 1位通過

21 10:20

22 10:27

関東エリア第6予選 1位通過 関東エリア第3予選 1位通過 関西エリア第1予選 1位通過 関東エリア第1予選 1位通過

26 10:55

関東エリア第4予選 2位通過

TEAM562B 0

uuum golf 0
●●ブロック｜第●●予選 3位通過 ●●ブロック｜第●●予選 1位通過

25 10:48

8:146

関東エリア第3予選 2位通過

6 8:14

　※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

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 ※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

　※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  　「競技失格」となりますので、ご注意ください

　 　ご連絡します ※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

南会 PARB会

T&Y 昭和の林

8 8:35 アゲリシャス カエル
関西エリア第2予選 2位通過 関西エリア第2予選 1位通過

8 8:35

25 10:48

チーム櫛毛 日々ゴルフ

24 10:41 24 10:41
36.5°& Sui きりたんぽ SO HOT マリンタワー

めざせパーゴルフ!! T&M
23 10:34


