
№ time № time

小関 廣明 安達 忠治 紺井 秀剛 丸山 剛志 若林 栄一 小林 就一 宮沢 直樹 小林 慶

石川 清和 薄井 幸彦 小川 晃一 藤枝 伸行 増子 俊之 佐藤 信悟 石川 智啓 天笠 浩

畑 正剛 木村 雅昭 伊場田 泉 中野 英男 鈴木 悟 角田 卓也 岩間 勇二 岡部 光洋

坪 宏昭 笠西 一弘 依田 惇 森下 龍馬 岩佐 晃 佐藤 陽一 佐川 直人 小泉 真一

濱浦 幹基 土谷 泰三 秦野 友雄 石橋 宏康 飯塚 高弘 河瀬 渉 中村 洋介 都所 晃一

佐藤 樹 増子 進太郎 早坂 凌 木村 祥子 下山田 直樹 檜山 諒 廣木 智晴 菊池 仁康

田口 弘光 塩塚 大夢人 田口 瑠之佑 田口 さおり 大沼 宏昭 木俣 司 青木 正人 堀 亜希子

中山 文博 島袋 純也 半田 悠子 中山 良江 見津 佳子 馬場 由紀子 小野 美香 半澤 範子

鈴木 喜裕 赤津 泰孝 宮澤 由紀子 宮澤 良光 矢浦 千丸 加藤 智也 石神 俊昭 石神 りか子

松山 聡 宮崎 海土 木島 一則 古山 則子 辻田 晴也 辻田 智 木暮 幸代 木暮 朗

日暮 禎司郎 幸田 隆一 塚田 千恵子 小澤 貞子 杉本 政昭 高野 雅代 濱松 由佳 濱松 和也

河田 功司 今井 真一 木村 真紀 後藤 祥子 西岡 忠司 徳重 隆二 飯田 薫 村田 桂子

　【注意事項】

12 8:40
チーム　R・T K1-K

8 8:05 8 8:05
やればてきる！ 八郷撫子4

【ダブルス戦 スクラッチの部】 【ダブルス戦 スクラッチの部】

8:12

8:19
UUUNごるふ。 チームK

チームMASA２ Beach Pine
11 8:33 11 8:33

幸せな日 やさと女子研修会

　※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

UGTB モカピン

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー競技委員会

※決勝大会への出場チーム数は当日発表いたします。

※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

※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

※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

※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

 　「競技失格」となりますので、ご注意ください

　※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

　 　ご連絡します

8:19
親子ペア辻田智、辻田晴也 ボンボン

アキルノスター
9

10

9

10

8:12

3 7:23
チキンズ

4 7:30
team7010

5 7:37
チームS

6 7:51
下山打法

7 7:58
ファーストサマーほ～り～

2 7:16

3 7:23

4

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー

第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 チーム戦 関東エリア第4予選｜ダブルス戦 関東エリア第3予選

2020年9月22日（火祝） JGMやさと石岡ゴルフクラブ

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

1 7:09 1 7:09

【チーム戦】【チーム戦】

アメリカンフラッグス Team OP

2020年9月18日現在

しんごファーム

Team Belgium

2 7:16
REN

12 8:40
恋のドレー 八郷撫子②

7:30
MSTGC

5 7:37
ＭＧＣ　チームＫＦ

Team.Y

6 7:51
TEAM・HASEKOH

7 7:58
T + S


