
№ time № time

田中 由美 田中 義朗 中山 幸 西野 幸夫 山本 博士 岡崎 奈巳 田代 猛 楠美 さおり

鈴尾 靖 鈴尾 真由美 武藤 永男 武藤 京子 鈴木 秀雄 鈴木 正美 杉山 龍一 杉山 真由美

吉賀 れい子 吉賀 謙治 徳嶽 政暁 徳嶽 千明 永岡 昌憲 井上 珠代 大杉 竜 藤崎 英里香

金井 聡 小林 希瑳 室井 元康 一久保 基子 鈴木 尚嘉 橋本 淑乃 三浦 京子 武田 義明

山下 悦子 中原 正人 庄司 弘幸 庄司 早苗 竹本 太郎 小尾 洋子 佐々木 千穂 草野 浩

石原 一哉 石原 茂子 野村 弘樹 野村 幸生 山手 浩介 山手 真紀 佐藤 尚智 岡村 京子 

浅井 宗則 メボニヤ クリスティーナ 鈴木 みゆき 和田 政仁 坂本 健造 坂本 里佳 加藤 ヤスシ 樋口 恭子 

手塚 みどり 三井 貴則 中野渡 健 中野渡 奈緒子 指田 貴子 指田 克司 星 彩 星 浩朗 

川野 心 今井 邦雄 岩佐 遥介 今平 汐里 井上 亜紀子 杉田 敦之 小野 高明 小野 裕可里

冨久田 承平 冨久田 京子 伊賀 義和 大竹 智子 上野 由紀 上野 順一 髙宮 真理 野澤 貴春

マルヤマ ジュン オオハラ ミエコ 栗原 仁 栗原 律子 

松元 光広 川村 久美子 吉澤 佑希 吉澤 祥子 

　【注意事項】

10:16
ハッピーツリー TEAM第百

　※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

11

　 　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

チームたぬき チーム Rimo-to

フリーダム S.G  LABO

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー競技委員会

※同日開催の他大会のペアと組み合わせになる場合があります

※ペア戦で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

※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
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※全国決勝への出場ペア数は当日発表いたします

 　「競技失格」となりますので、ご注意ください
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　 　ご連絡します
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チームうさぎ

【スクラッチの部】 【スクラッチの部】

チームとど
1

2

ぐぅちゃんもんちゃん

purples

TY

スマイルケア

シャバダバ

叶庵 克1 チームSter

【ダブルペリアの部】 【ダブルペリアの部】

9:55

レッドスクウェア 珠クラブ

9:55

8:52
Team ネオ＆ナナ きりたんぽ

TOMOZ

T&M REVOLUTION

9

6

9 9:48
みるきぃ

やきとり大吉 新井薬師前店

ＥＮＪＯＹゴルフ2020

9:27 9:27

7 9:34

一茂‘s チームナイスON

7 9:34

8:52
M＆H

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー

2020ミックスペアスクランブルゴルフ選手権 スクラッチの部／ダブルペリアの部 関東エリア第4予選

2020年8月12日（水） 昭和の森ゴルフコース

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

2020年7月31日現在

8:45
boggie

9:13

10:09
バーディーDash mac & rico

ヒロシ&チーボー

9:48

4 9:06

dreams big 叶庵　克③

チーム天空 BLACK OUT

1

2

8:45

3 8:59 3 8:59
仲良し夫婦 ハナチャン

9:41
T.M72 叶庵克2

4 9:06
KISA/KANA チームＧ

5 9:13
S,DonFan チーム庄司

8 9:41
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