
№ time № time

植草 竜太郎 五十嵐 俊一 河原井 幸雄 矢部 智子 髙畠 健 蛭間 誠一郎 髙橋 昌幸 松成 修一

陶 章司 佐藤 誠 永井 秀史 石井 貴大 家泉 英明 中尾 正人 伊藤 武 江村 健一

渡邊 裕之 佐久間 孝紀 三島 哲也 渡瀬 秀則 柴﨑 徹 草薙 茂樹 神保 操 豊田 弘司

吉田 晃久 梁川 士朗 熱田 貴之 秋元 康宏 土子 仁志 青山 浩二 原田 明広 金森 正美

塚田 真志 高橋 英明 工藤 雅一 遠畑 みちのぶ 萩原 和也 板敷 真央 木内 司 森下 修作

田中 陽介 芝田 進弘 岩井 亜沙美 横山 昌弘 宮路 祐実 伊藤 武裕 加藤 孝慈 首藤 大輔

番野 誠 木村 光成 宮野 淳 皿井 美緒 田島 和美 篠田 富美子 木下 晶夫 青木 清治

清水 佳人 平山 芳照 亘 由紀子 横山 静子 勝又 和宏 佐俣 智哉 金子 真樹子 早川 法子

小高 友美 小林 正郎 小林 伸枝 中村 元紀コダカ トモミ 徳永 めぐみ 徳永 哲郎 岡本 啓江 川端 茂雄

磯部 直亮 森山 尚文 森園 良二 高津 克志 荒井 虎史 福室 守 木村 友美 福室 理沙

Y.T K.A S.Y H.T 押尾 浩二 小塙 剛司 石毛 太志 黒田 献一

関口 達明 磯部 武秀 飯田 拓也 伊藤 博美 木島 義巳 中村 靖弘 岡田 晋 久野 太辰

山本 典久 山本 海斗 熊谷 隆 早司 武広 沼尻 一男 長谷川 直哉 樋口 節子 岡田 英子

山口 貴弘 深山 光一 須藤 紀尚 大野 勲 栗生 昭仁 丸山 恭生 岸本 陽一 石川 亮一

坂原 謙二 長岡 徳子 中島 章 小南 咲 植田 雪雄 本多 美津子 上野 定則 上野 京子

内田 幸宏 鈴木 知美 石井 正和 松村 美幸

星野 真 星野 智子 富澤 由美子 長澤 顯

黒澤 健一 上野 千津美 田中 一久 田中 久美子

伊藤 勇一 林 京花 久保 努 中村 吏沙

荒川 慶量 中山 由起子 南宮 真由美 南宮 光行

高梨 美幸 高梨 昌浩 吉田 誠司 飛奈 果歩

鈴木 有吾 塩原 麻里 伴 美奈 明下 雅美

　※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

　※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

※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

11 8:28
新感覚！

11 8:20
チーム☆PrecisionⅣ

【ミックスダブルス戦】

【ミックスダブルス戦】

17 9:16

後藤塾！ ナンプー

ダブル K.T

18 9:24

美女と野獣 カピうさぎ☆2020

コロきょんクラブ チームダボ

練馬フレンズ ともちゃんず

サワーズ

15 8:52
マリンタワー ユ－アンドアイ

【ダブルス戦】 【ダブルス戦】

21403 チームH&K

TEAM RFX R.1.Y

【ミックスダブルス戦】【ダブルス戦】

チームTOBITAPRO HGS

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー競技委員会

※Finalステージ｜全国決勝への出場チーム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

16

※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

チーマコ

　【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

9:00

8:36
Beat Boys E＆S

Eagle
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13

12

13

8:36

8:44

R

7 7:48
またやっちゃいました KING & QUEEN

8 7:56
北海岸の人 上州倶楽部　2020

DANplus

3 7:16
稲造くん

4 7:24
ENECOM 

5 7:32
PRIDE

stoic!

10

2 7:16

3 7:24

4

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー

第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020 チーム戦／ダブルス戦／ミックスダブルス戦 2ndステージ｜第1予選

2020年12月4日（金） カレドニアン・ゴルフクラブ

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

1 7:08 1 7:00

【チーム戦】【チーム戦】

X１４ S-one

2020年12月3日現在

キングG1

チーム　マンブリ

2 7:08

7:32
ちーむ　とんぼーず3 TG

5 7:40
ゴリラーズ+2

8:28

6 7:48

7 7:56

8 8:04

9 8:12

Team  Milestone

6 7:40
OPT

9 8:04
カリーナソール

8:20 10 8:12

アクティブ かぽップ

14 8:52 14 8:44
深山口 ON

19 9:24

17 9:08

18 9:16

チーちゃん＆ケンちゃん

15 9:00
チーム長岡謙二 チームモコノフ

16 9:08
Bad boy&girl 天の川


