
№ time № time

大木 稔 王月 勇 瀬谷 和彦 羽川 宣弘 江原 正樹 清水 尚則 石井 大洋 望月 昭夫

栗田 篤史 小野 仁志 安 洋之 蔀 英二 齋藤 順一 中村 正 若色 潤 成瀬 裕

阿部 稔一 高桑 満 丸山 佳道 井野 智一 文箭 将之 安部 敬一郎 伊藤 慎也 正田 尚大

藤田 謙一 福田 大介 山田 宗志 小林 清 大野 智武 水野 徹 吉川 慧 小原 甲子園

矢後 浩太 齋藤 睦 小池 勉 鈴木 敬太郎 住永 耕二郎 佐藤 直人 森 大夢 水崎 健人

須田 正人 山田 規義 堺 圭一 佐藤 良太郎 藤井 雅隆 和田 知子 源河 悠輔 中川 栄助

柳井 稔文 野口 智宏 石原 拓男 植木 朋子 篠原 三成 秋元 恵子 我妻 礼子 佐藤 香織

倉持 高志 坂本 義信 坂本 美由紀 菊地 隆 門倉 達朗 入内島 芳崇 相崎 賢一郎 田村 勝幸

渡辺 はまい 渡辺 秀樹 佐藤 雄太 清水 日奈

飯田 拓也 伊藤 博美 越塚 徳昭 亀岡 力夫

鈴木 孝 久地岡 英二 石井 幸一 斉藤 純靖 伊藤 真一 川瀬 裕之 吉賀 れい子 吉賀 謙治

高畑 弘 高畑 拓斗 木村 禎子 安部 幸也 新藤 寿浩 松本 篤 庄司 裕太 井上 太志

石井 明 福原 豪支 森 健二 松本 真理子 田村 一弘 塚原 一昌 小林 雅一 大出 裕子

東海林 貴大 東海林 義昭 宮脇 澄子 宮脇 裕之 千須和 幸直 宮内 克典 大島 広史 山川 歩美

北山 晋司 伊藤 眞 小林 祐子 大島 弘己 伊藤 宏明 愛知 治郎 三上 雅之 長浜 真由美

中島 康彦 平家 樹海 水島 麗生 水島 一枝 廣岡 大造 金子 周平 畑峯 愛 折戸 満

　【注意事項】

オビママ

チームJ 2年2組

IPC TAMA

12 8:42

11 8:35

TEAM YIPS GW

13 8:49
チーム　ショウジ Team PJ

14 8:56
Top＆Duff 冷やしめんめん

14 8:56

15 9:03
やすゴルTV&JUMI

7:39
帝国軍

5 7:46
まことGUMI

2 7:25

3 7:32

4

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー

第3回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 チーム戦／ダブルス戦 関東エリア第1予選

2020年9月30日（水） 太平洋クラブ 佐野ヒルクレストコース

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

1 7:18 1 7:18

【チーム戦】【チーム戦】

ウルフファイターズ Four sillys

2020年9月25日現在

Team QUEEN NEITHER クレイジー

NSGC

it's men

2 7:25
DO GOLF

8:21

3 7:32
ゴルフ人生たなぼた

4 7:39
西東京孔球部

5 7:46
BABA BOOEY

チーム・バウンスバック

　※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

Eagle KOSHIGAYA

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー競技委員会

※全国決勝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

13

※ダブルス戦で2Bとなった場合、大会運営担当者がマーカーとして同行いたします

 　「競技失格」となりますので、ご注意ください

千宮

　※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

8:49

　 　ご連絡します

8:28
プラス37yd 仲良し夫婦

【ダブルス戦】

おっさん

6 7:53 6 7:53
きよっし～ず SUGEEZ

7 8:00 7 8:00
チーム早朝スルー Team WatanabeB

ロミオ&ジュリエット

12 8:42
TEAM KAZU ハッピーハッピー2020

15 9:03

8 8:07 8 8:07
YTT Y3K

9 8:21
Team WatanabeA

【ダブルス戦】

9

1010

11

8:28

8:35
T＆H


