
№ time № time

市原 敏隆 野々村 和子 鈴木 俊武 山口 大介 日高 耕二 大田 稔 田島 英明 二之部 守

河辺 忠則 松岡 由浩 関根 正博 溝田 義信 大場 広芳 白野 睦夫 佐々木 賢一 日高 清隆

野村 龍太 相澤 智 大村 明彦 高山 慎司 佐藤 玄 谷村 篤 柳原 一太 祖父江 友秀

渡邉 千尋 中島 和人 佐藤 公宣 木山 敏春 土本 賢一 石場 隆雄 志水 公彦 上野 智久

佐藤 孝志 松島 透 大瀧 初明 宮田 健一朗 田村 眞 田村 智子 飯沼 志朗 大図 英明

染野 光伸 前原 亜紀 鈴木 淳一 大谷 文孝 長島 豊 秋山 桂子 木島 圭介 風間 敏弘

磯部 直亮 森山 尚文 高津 克志 江口 敦 川田 昌亮 伊藤 茂 若井 隆之 林 義明

長野 恵美子 野田 真喜子 工藤 桂子 前田 美沙 相馬 稔輝 菊池 宏之 村野 俊幸 伊藤 博通

有山 利男 生澤 良太 小木 慎太郎 亀田 泰正 神山 秀雄 木下 有司 高木 強 谷口 裕司

大友 健圭 中野 史一 原田 いず美 山口 美純 丸若 邦枝 三村 弘美 細川 徹 白石 勝範

藤井 邦生 長谷川 大介 髙橋 末季子 髙橋 一誠 井上 修 井上 喜美 阿部 恭邦 鈴木 丈二

桑田 光章 山上 太郎 渡辺 美樹子 田中 良博 石村 智子 森屋 文雄 髙橋 眞二 大西 慶一郎

福島 和生 中道 秀夫 市川 毅 市川 真美子 木下 秀治 木下 竜也 伴 雅彦 水口 修

神谷 裕美 神谷 祐二 昼田 泰平 昼田 雅美

【注意事項】 2017年6月22日現在
※受付は、スタート時間の30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。
※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。
※競技説明を行いますので、スタートの10分前までにティーグラウンドへ集合して下さい。
※ブロック決勝への出場ペア数／チーム数は当日発表いたします。

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー

2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権 太平洋クラブCUP

ペア戦／チーム戦 関東Bブロック 第1予選会

2017年6月26日（月）太平洋クラブ 江南コース

【OUTコーススタート】
選手名

チーム名

【INコーススタート】
選手名

チーム名

【チーム戦】 【チーム戦】

チキン＆ラーテル Team YJ

2 7:53 2 7:53
チーム　スランプ かんにゃん

1 7:46 1 7:46

PORCA

【ペア戦】 【ペア戦】

9 8:56
チーム ハトヤマ リトルタートル

3 8:00 3 8:00
カラー

チームTIO

6 8:28 6 8:28
チームＧＯ・ＧＯ なんだかなー

Team★つむつむ

8

9:03
K.D ANIKA13 きみらしお

ＷオヤジTamachans

Team　めんたんぴん

チーム シュンペイ

五反田ブラザース

14 9:24
わいけい

中野 Ｙ&Ｍ

11

ガンバっぺ！いわき

4 8:07 4 8:07
チームワカチコ TEAM最近は和食

5 8:21 5 8:21
チームやるゾウ君

8 8:42
レナトゥス

8:42

9 8:49

LOVE４

13
369 チーム しんじ

12 9:17 12 9:10

7 8:35 7 8:35
チームＮＭＮ

ブンジ３９ D'S CLUB

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー競技委員会

ウォーターシーロード

カナガターズ

10 9:03 10 8:56
中野塾 ラティ－ナ

11 9:10

9:1713 9:24


