
№ time № time

渡邉 明稔 白戸 翔 小野寺 珠巳 小野寺 亘 中山 和成 小野 和男 西下 政利 西下 裕美

稲葉 孝太郎 山崎 憲司 植木 真二 岡野 智弘 青木 健二 中野 浩二 齋藤 文彦 岩谷秀樹

高橋 雄二 古川 和幸 宮坂 月子 久保 雅史 橘田 宰 高鳥 司 関 ほの花 関 翔汰

西村 涼 須藤 啓太 万袋 裕紀 石原 良成 川嶋 哲浩 成瀬 四郎 吉賀 れい子 吉賀 謙治

夏堀 裕大 西村 隼 朝日 優磨 安川 眞衣子 深井 岳仁 関根 亨 渡辺 篤司 山口 信子

篠原 紀之 太田 昭彦 久保田 有希子 久保田 暁之 池元 良介 植吉 泰光 吉田 実 加藤 典子

喜田 徹 東谷 佳治 石井 幸子 嶋野 菊治 日野 俊之 笹原 輝弘 鶴田 宙大 山王 まこ

青山 圭太 永森 敬教 山下 順啓 土手下 玖美 黒木 拓真 黒木 斗真 神谷 裕美 神谷 祐二

磯輪 昇男 羽吉 正勝 稲川 正 武田 愛実 森田 勝之 坂本 健造 板垣 貴子 長嶺 葉子

三好 泰史 山本 博士 大関 淳 小峰 こずえ 中村 彰男 萩原 利弘 福嶋 あみ 木村 綾杏

古谷 仁志 瓜生 えみ子 坂井 文彦 池永 友子 木村 光哉 平下 智隆 池田 利津子 武 恵一

松井 康宏 橋本 圭 古泉 聡 古泉 妙子 見一　智彦 田中　克宗 加藤 俊二 加藤 一仰子

生川 幹洋 東 時広 三浦 正 三浦 秋絵 重松 良則 平沼 貴慶 牛窪 利哉 藤原 三枝子

村田 幸治 佐藤 邦彦 福澤 和紀 福澤 由紀 中村 隆洋 小野 良尚 三島 克己 三島 由紀江

金井 将 横山 良男 塚本 亜美子 大野 貞江 山下 一夫 森岡 崇 中山 文博 半田 悠子

大西 洋平 有村 和久 奥村 芳弘 奥村 房枝 小山 修司 内田 淳 栗生 昭仁 栗生 真紀
ギ

樋口 健太郎 大味 沙紀 山内 純子 細野 清之 遠藤 英二 竹岡 一樹 富士元 克敏 富士元 ひかり

梶谷 正幸 富永 幸広 上和田 浩一 前田 彩子 藤村 正徳 藤田 綾 横内 義之 横内 由夏

平尾 多起夫 亀田 慎司 吉荒 祐子 関 奈緒美 関谷 陽介 林 英男 浅野 梨絵 浅野 公一

【注意事項】 2018年9月19日現在
※組み合わせは右記日現在です。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ご連絡します。
※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。

仙台横浜ゴルフ同盟 シャルトッテ

1 7:39

ハーシップ・ハーシップ RYUJIN

チーム良光PART5 FORTE98

PA☆PI☆CO

神様と奴隷

TEAM PGA ゆとりですがなにか？

チーム４６０

ゴルフ大将

仲よし夫婦

ABLA

2018キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会

スクラッチの部／Wペリアの部 決勝大会

2018年9月21日（金）太平洋クラブ 成田コース

【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

【スクラッチの部】 【スクラッチの部】

2 7:46 2 7:46

1 7:39

脂がのってます！！ Team B.B

FPW2 VR46 チームshosan チョコニコ

4 8:00 4 8:00
アルタス

3 7:53 3 7:53
パーマン60 ロンド・ベル

5 8:14 5 8:14

6 8:21 6 8:21
Not bad!

AMブラザーズ 空飛ぶパタースティンガー教

ポジティブラザー RUMMY2

FROM S Drop&Spin c 

クロにゃんAgain チームカトキチ

NORI×2 ルパン&不二子

9 8:42 9 8:42
フールズ チームまっこり ping pong  Leaf & Hawk

10 8:56 10 8:56
shafts

キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会競技委員

ポーラスター チームみしりん

MY6 パーリー＆ガッチャ

あだむ

11 9:03 11

8 8:35 8 8:35
ＯＢ即ベホマ チームプリン

7 8:28 7 8:28
T-H キクちゃん

9:03
チーム猿 ともふみチーム

Tommys チーム篭坂 チームPOLO

13 9:17 13 9:17
TEAM V トリプルペリア

12 9:10 12 9:10
ちーむマツモト チーム・Lab

【Wペリアの部】 【Wペリアの部】

15 9:38 15 9:38
K&Y amiサダ

14 9:24 14 9:24
ヴェクトリー はぎふく2

TEAM TUKI

17 9:52 17 9:52
リメンバー・ミー ギャンブラーＪＫ オールドマン･パー ぴっか

16 9:45 16 9:45
チーム山水 チームPGC

19 10:06 19 10:06
ローメン ハッピーセット☆☆☆ 関谷・林 Smile Golf

18 9:59 18 9:59
MIKAKOO-H8 さいころ スマイル  to   スマイル チームＹＹ

主催：キャロウェイゴルフ株式会社


