
№ time № time

湯田 直樹 矢野 良佳 林 美佐紀 村上 幸成 渕上 英俊 太田 昭彦 後藤 明宏 瀬川 加奈子

木島 一則 古山 則子 上野 昌代 マハリ アブラハム 大山 了 後藤 喜三雄 塚尾 有紗 塚尾 泰成

服部 哲 野村 潤一 井野 和人 井野 拓 小泉 照平 三宅 正也 石塚 年啓 石塚 明子

藤原 浩一 菅谷 義典 木村 真紀 後藤 祥子 上野 義則 上野 定則 片岡 健太郎 中里 勲

田中 規仁 山本 祥史 大関 淳 小峰 こずえ 関口 俊一 古林 幸広 川口 英明 川口 洋子

濱松 由佳 濱松 和也 櫻井 良治 下野 久美子 土井 健太郎 鈴木 智大 遠山 聡子 村上 美佳

平林 淑民 筒井 純也 石神 俊昭 石神 りか子 西本 実杏 西本 世蘭 山本 幸広 築山 一佳

柴木 健介 松本 裕樹 高島 正盛 向井 武俊 中川 勝弘 中嶋 公栄 高島 幹展 篠塚 高宏

角谷 直紀 柱本 哲也 下條 勲 下條 浩子 佐藤 誠史 服部 裕次 藤原 浩二 藤原 都

中水 滋己 宮嶋 哲也 脊戸川 史也 石田 健太 辻 智哉 高元 幸 鈴木 沙季 林 順之亮

冨永 政雄 菅野 裕昭 菊川 由美子 太田 明美 安藤 秀二 安藤 宏太 吉川 まゆみ 林 孝至

辻田 晴也 辻田 智 増田 淳 長田 元 加藤 颯 山田 直人 佐藤 達也 高橋 章太郎

宮澤 由紀子 宮澤 良光 内藤 竜三 平野 研次 浜 日出夫 安藤 満 愛知 ルリ子 愛知 直人

高草木 英輔 狩野 武敬 新国 泰正 木村 浩則 髙田 英樹 酒井 賢治 山本 泰康 加藤 真由子

田中 重幸 中條 陽子 纓坂 義夫 櫻川 晶樹

高品 博文 東海林 一樹 山本 善弘 大川 博之

伊東 貴博 古田 伸浩 松山 聡 宮崎 海土

宮坂 智明 宮坂 敬子 井上 勝央 柳井 博行

川西 秀夫 川西 育子 奥村 友糸子 中谷 美幸

皆呂 充俊 田中 輝 小林 正和 久保山 広大

山中 温樹 田本 紀勝 川邉 徹 高屋 有里

並木 隆博 並木 美佳 森 隆聡 椎葉 浩一郎

吉井 孝太郎 吉井 留理子 白川 雅子 丈達 眞人

進藤 高明 進藤 良子 岡本 賢一 木村 敏隆

　【注意事項】

　※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

　※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 ※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

　 　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

第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 ダブルス戦 スクラッチの部／ダブルス戦 ダブルペリアの部 全国決勝

2021年3月7日（日） 静岡カントリー 浜岡コース&ホテル 高松コース

2021年3月5日現在

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

TEAM・AKECHI U.G.A.

でしゅんぼう まゆってぃ わかちこわかちこ

チーム名は・・・オーエフＭＡＸ修理中White-Lionマイメンズ
7:007:001

【ダブルス戦 スクラッチの部】 【ダブルス戦 スクラッチの部】

2 7:08 7:08
チームK ア・モーレ チャンチャーレ

4 7:24 7:24
シンハー 八郷撫子② チーム名 けんちゃん W なかちゃん

3 7:16 7:16
ノムちゃんハッちゃん ヒロ&カズボー

6 7:40 6 7:40
Beach Pine SUKU Hyperlaunch/ Regina

5 7:32 7:32
Team  　Y 　＆　T 調整中

8 7:56
Aqours グッショ！

7 7:48 7 7:48
T-2 モカピン

9:16

team yoo-hoo!
16 9:00

どっちもどっち

KB Team Lindy

親子ペア、辻田智、辻田晴也 ハジマス

アンディ7 sea turtleLindy B クロワルージュ・伊勢11 8:20

12 8:28 チームでこぼこ 元SCC

関東エリア第3予選 1位通過 中部エリア第1予選 1位通過

関東エリア第2予選 1位通過 関東エリア第6予選 1位通過

14

TAKE-SUKE サンセットメモリーズ
8:44

15 8:52

KKMK

関東エリア第3予選 1位通過 関西エリア第2予選 1位通過

関東エリア第5予選 1位通過 中部エリア第2予選 1位通過18

MB

中部エリア第2予選 2位通過

ダブルK 外科村井俊文先生

こりゃいかんぞ！ S.I

ワンハンドレッド ミヤコウ

チームレバ刺し ゴン

ぴよまる

TOYO TIRE 

7:56

シャンカーズ TKD

ANRANシスターズ ユツッキー55

チームアッコ

1

2

5

4

3

8

アキルノスター ぎゃんぶらーず

12

中部エリア第2予選 2位通過

19 9:24

17 9:08

529 不良倶楽部

ゴルシャス

15 8:52
化学反応

17

16 9:00

やまちゃん・たもちゃん ゆとり

トールズ

関西エリア第2予選 2位通過
18 9:16

10 8:12

11 8:20

8:049

8:36

ＴＭペア SmallNight

9:08
ひでじい チームT＆M

14

UUUNごるふ。

8:44

関西エリア第1予選 2位通過

8:28

アンヒデ チーム名は考え中

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー競技委員会

13 13 8:36

19 9:24
ATOMA チームデコボコ 

8:049

関西エリア第2予選 2位通過 関東エリア第4予選 2位通過

10 8:12

【ダブルス戦 ダブルペリアの部】

【ダブルス戦 ダブルペリアの部】

関東エリア第3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1予選 1位通過 関東エリア第6予選 2位通過関東エリア第1予選 2位通過 中部エリア第1予選 2位通過

関西エリア第2予選 1位通過 関東エリア第1予選 1位通過


