
№ time № time

佐藤 秀宣 井之川 孝一 杉田 秀之 中村 将大 川﨑 誠治 小澤 一紀 大内 主基 広原 正文

長島 輝明 皆川 栄明 遠山 聡子 村上 美佳 皆川 武志 渡邊 浩安 山菅 利彦 川上 玲子

小塚 真康 永田 国広 藤原 泉 木村 宣幸 木村 豊 植木 啓之 山田 行奈 大類 哲也

田邉 裕明 伊藤 信久 立花 賢治 立原 裕子 大和田 俊彦 金子 英二 亀倉 誠 中村 浩亮

柳谷 和志 野崎 誠 植田 雪雄 本多 美津子 斉藤 雄人 矢野 杜人 當重 量治 野口 隆行

岩元 孝次 佐谷 智雄 佐藤 祐子 佐藤 龍人 藤井 大介 金子 剛 朝比奈 聡 朝比奈 瞳

新関 誠志 冨永 徹也 高島 正盛 向井 武俊 吉田 晃久 平塚 康太郎 長塚 康史 長塚 明子

小関 晃佑 山﨑 雄介 田村 眞 田村 智子 網中 一史 常世田 真弥 吉川 まゆみ 林 孝至

辰巳 健太郎 真壁 宏仁 山本 亮太 吉岡 祐美 押尾 浩二 小塙 剛司 乙部 桂子 丸山 武志

若色 正 中野 康夫 丸山 恭一 丸山 桃慧 小林 則和 箕輪 徹也 北川 剛 北川 清子

濱西 善一 藤原 慶太 大関 淳 小峰 こずえ 榎本 大祐 横倉 英人 田羽 美津衛 山田 一成

片岡 健太郎 古川 恒成 廣田 光昭 小竹 和人 今西 義和 野辺 宏臣 堀野 恵美 蜂谷 大棋

鈴木 克弘 森戸 友一郎 兼田 義則 大和 聡 大堀 直樹 大竹 将光 辻田 晴也 辻田 智

斉藤 彰俊 一柳 雅幸 加瀬 二朗 新井 美奈子 大野 和也 伊藤 浩樹 景澤 由佳 米田 信一

大久保 正義 関 秀勝 久高 善江 増山 和通 稲子谷 稔 飯田 昭 五十嵐 弘伸 渋川 真二郎

　【注意事項】

8:38

11 8:52

12 8:59

8:248

9 8:31

10 8:38

11 8:52

12 8:59

関東Aブロック｜第1予選 2位通過 関東Aブロック｜第4予選 2位通過

ラパン チームおもち

Tic_yo ノーマーク

前年度 優勝 関東Aブロック｜追加予選 2位通過

チーム☆Precision チームTK

チームミラクル

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー

2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 ダブルス戦 決勝大会

2020年9月21日（月祝） サンクチュアリ霞南ゴルフ倶楽部

2020年9月18日現在

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

4

3

5

8:248

1 7:28 1 7:28
キングしびれ1号 J TEAM.S.S.T チ━ムエンジョイ

2 7:35 2 7:35
ゴルキチ軍団 Reine.MSc なべちゃん Five Elements

OBの向こう側 TEAM SMK

4 7:49 7:49
パターも同じ１打 TEAM62 レクサス450 PINの手前からバックスピン

3 7:42 7:42
くにさんまささん イキリとチキリ

7 8:17 7 8:17
にいとみ グッショ！

Japanese golf チーム・飛距離はおじいちゃん

6 8:10 6 8:10
レモンサワー ゴルフ～ふ♪ かねちん ヒナちゃんず

5 7:56 7:56
TEAMくるりんパー マリンタワー

ぶーびー&ひらっち ごるふうふ@成田東

しびれ2号 sea turtle

13 9:06

8:319

10

チームイーグル　H&D やまみっち

けんちゃん ＆ ちーくん ミラクルボンバーズ N&I ヤーマダマーヤ

球武士 調整中

関東Bブロック｜第2予選 2位通過 関東Bブロック｜第3予選 2位通過 関東Aブロック｜第3予選 2位通過 関東Bブロック｜第1予選 2位通過

マルちゃんズ みの輪です。 ふたばちゃん

小技師 親子ペア、辻田智、辻田晴也

　※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競技委員会

　※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

koumei-dream 復活ATOGANAI
15 9:20

katu masa けんちゃんfamily
15 9:20

関東Aブロック｜第3予選 1位通過 関東Aブロック｜追加予選 1位通過 関東Aブロック｜第4予選 1位通過 関東Bブロック｜第1予選 1位通過

14 あやこさんちょっと行ってきます ミッケ&ミミパン9:13 14 9:13

関東Bブロック｜第4予選 1位通過 関東Aブロック｜第1予選 1位通過 関東Bブロック｜第2予選 1位通過 関東Bブロック｜第3予選 1位通過

13 9:06 K&Y CUON

GOT ハンド 唐揚げ定食


