
№ time № time

木村 良起 野田 弘 菊川 俊一郎 国本 孝史 山本 大介 小池 優季史 丸岡 修一 木曽 雅啓

宇都宮 受仁也 高木 豊大 北林 格 高間舘 紘平 鎌塚 貞夫 飯田 正樹 三谷 靖季 佐原 邦治

水原 丈琴 駒澤 啓一郎 氷野 明 兼久 芳朗 松本 雅一 黒石 拓哉 渡邊 敏明 柳下 祐介

黒石 龍旗 宮北 猛 南 誠司 田山 雄大 野間 祥明 山口 勝之 板倉 弘幸 北野 洋和

齋藤 文彦 齋藤 佳代 高吉 智也 岩谷 秀樹 木村 孝博 山品 文昭 南 可貫 田上 博紀

岩本 千佳 橋本 晃知 坂本 周亮 井田 幸代 井口 真美 井口 和司 家原 豊 保坂 克彦

北端 勇作 山縣 弘幸 山本 展章 明賀 稜実 宮坂 月子 平岡 哲司 加藤 肇悟 久保 雅史

島田 俊哉 岡本 啓司 樋上 久代 島田 雅美 冨士 成美 西中 保廣 冨士 和哉 堀立 崇弘

福崎 俊 山田 大地 小泉 智史 梶川 素嗣 増田 千草 富山 勝俊 幸塚 由紀 鈴木 博文

笠松 理恵 笠松 義清 横谷 直樹 横谷 敦子 福島 貴子 飯田 美和 森本 秀巳 橋本 敬子

川村 昌義 栗山 直子 桑添 弘至 桑添 亜希美

吉田 峰雄 吉田 みよ子 上堀 信彦 平 義樹

吉井 寛 今田 義幸 田中 秀徳 安村 博正 中野 良治 水谷 成 江山 哲照 京谷 政壱

近藤 昌之 中野 寿男 米 基志 清原 洋一 妹尾 隆弘 井上 賢 清水 修吉 清水 英延

辻 智哉 桂 慎太郎 原田 龍二 生地 豊 笹田 昌弘 植野 剛至 吉川 巌也 大江 利治

丸山 武志 朝田 忍 三井 澄子 三井 三浩 杉本 卓弥 杉本 佳嗣 後藤 誠司 太田 直哉

岡田 英二 増田 作 宮森 忠則 都筑 真子 下村 滋 前田 朝治 宮本 一男 西本 弘子

山中 利之 三好 成憲 西山 哲哉 北野 貴子 安楽 文洋 柳田 直久 石神 和貴 原 佳子

横山 昌夫 岩原 孝尚 宮本 弘子 宮本 圭隆

白髭 慎一 尾西 亮太郎 臼井 荘一 臼井 雪江

　【注意事項】

かたひろし

10 8:14 10 8:14
チームジェームス Happy?ripe

ライスビー

14 8:49
パターイップス onimo

シンワ

チームハワイアン

14 8:49

13 8:42

｢Pass！｣ チーム　ユニオン

15 8:56
チーム アオノ チーム　ミッチー

8 8:00 8 8:00
四神相応 チームA

9 8:07 9 8:07
楽しも会 そういうとこやでっ！！

6 7:46 6 7:46
チーム井本 チームボーズ

7 7:53 7 7:53
チーム金髪ブタ野郎 ロブ岡

　※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

チーム吉田 イノシシダ．ゾー

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

15

※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

ベネゴル

　※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

8:56

　 　ご連絡します

8:35
RS TEAM  OG  bro

【ダブルス戦】

チームやっさん

ダッチアンドバディ

HKKM

2 7:18
ドリームマッチ

8:28

3 7:25
ブラックストーンズ

4 7:32
HKHY

5 7:39
Pinちゃんとその仲間達

【ダブルス戦】

11

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 関西エリア第1予選

2020年10月23日（金） 太平洋クラブ 六甲コース

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

1 7:11 1 7:11

【チーム戦】【チーム戦】

ゴールドコースト Team S plus

2020年10月21日現在

7:32
ペケ石軍団

5 7:39
TEAM　HIGHBALL

2 7:18

3 7:25

4

チームたかまさ TEAM 7007

19 9:27
がまんが大事の人生を ゆっきー＆そーちゃん

ＭＳＣ かず＆ひろ

あんちゃん ひよこ

8:21
4K

16 9:03
ますだおかだ チームぴょん吉

18 9:19

16 9:03

17 9:11
山中利之 ブラック&ホワイト

17 9:10

1212

13

8:35

8:42
ハッピー野郎と愉快な仲間たち リベンジ

11


