
№ time № time

椎名 亮平 椎名 隆次郎 黒田 純 白井 均 小池 雅人 加藤 塁 藤田 雅裕 景山 倫也

福島 健次 蔦谷 洋輔 高橋 毅 松原 勇三 廣瀬 徳一郎 山田 有一 山口 悟 髙梨 英雄

大沼 宏昭 木俣 司 青木 正人 堀 亜希子 鈴木 悟 角田 卓也 岩間 勇二 岡部 光洋

堀野 恵美 平林 治子 平林 浩二 堀野 哲司 畑 正剛 木村 雅昭 中野 英男 菅原 隆

鈴木 喜裕 赤津 泰孝 中山 理 森嶋 博光 都築 泰治 大野 陽裕 茂木 宗之 島村 留実

木村 禎子 因 大悟 渋谷 美加 安部 幸也 板橋 徹 庄司 明弘 金山 淳吾 安藤 竜介

増子 俊之 石川 智啓 天笠 浩 佐藤 信悟 片岡 誠司 三塚 晴之 月橋 浩幸 中橋 豊一

中村 勤 清水 玲奈 白土 藍 中村 友香 藤間 潤 巻田 智文 竹川 雅祥 武内 誉樹

渡辺 久幸 小関 法行 伊藤 浩紀 五味 俊彦 長澤 尚明 小林 敬太郎 伊藤 健太郎 永岡 武

原田 和忠 安原 大輝 志村 亮 高森 理沙子 白神 一輝 稲葉 大地 中山 智勝 石川 葉子

金田 浩貴 金田 めぐ美 金田 真吾 柊 幸江 中山 文博 島袋 純也 半田 悠子 中山 良江

横尾 厚志 荻原 栄 細谷 和敏 岩瀬 秀秋 福島 寛 白石 英世 久保田 晃司 野口 総八郎

石川 亮一 高橋 潤 須藤 充義 尾崎 貴之 笹生 重子 笹生 育夫 中上 ひろみ 高瀬 典弘

内山 汐里 柳井 由紀 亀田 貞男 寺地 貴弘 岩佐 晃 佐藤 陽一 佐川 直人 小泉 真一

椿本 翠 萩原 敦 米満 洋一 柳 惠俊 大久保 芳治 植草 康成 小野 浩一 加藤 猛

藤村 紀考 遠藤 孝 佐々木 学 横田 竜汰 鈴木 靖孝 高橋 宏治 大越 裕一 照沼 克之

兼田 大嗣 平田 竹志 田邉 佑哉 宇佐見 雅俊 藤崎 英里香 大杉 竜 篠崎 和也 三浦 京子

河本 祐志 東田 雅之 長友 修一 村松 泰行 佐藤 好是 平賀 信之 大橋 健太郎 望月 敬太

菊池 仁康 三次 徹 三次 凪 瀬谷 祐司

　【注意事項】

19 9:22

team 7010

チーム　KGC

ﾁｰﾑﾄｲﾌﾟｰ

K パイセンSine qua nons

関東エリア第1予選 1位通過関東エリア第5予選 1位通過

関東エリア第4予選 1位通過

16 8:58

15 8:50

関東エリア第8予選 1位通過

関東エリア第2予選 1位通過

関東エリア第1予選 2位通過

8:4214

11 8:26

9 8:02

11 8:18

関東エリア第7予選 2位通過

関東エリア第5予選 2位通過

チームマン振

空想筋

ベストフレンド

やればできる！

関東エリア第4予選 2位通過

10 8:10

ゴルフがあれば、大丈夫♪

3 7:22
チキンズ

7:14

チーム雀

関東エリア第8予選 2位通過

9 8:10

8:1810

1

7:142

7:385

4 7:30 4 7:30
無印良人

目指せエブリバーディ(⌒▽⌒)

じょうづるさん

海将

関東エリア第6予選 1位通過

関東エリア第3予選1位通過関東エリア追加予選 1位通過

関東エリア第7予選 1位通過

※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

Age-Shooting

4'V

19 9:30

ライン出し 9:14

18 9:22

17 9:06

17 9:14 18

16

7 7:54
しんごファーム

8 8:02
TEAM@TRAY

チーム　ダイナミック
8 7:54

9:06

15 8:58 Team Scratch

7:466 6 7:46

　※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

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

12 8:34

12 8:26

DYYM47 SIBUYA FUTURE'S

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 全国決勝

2021年3月6日（土） 石岡ゴルフ倶楽部

2021年3月4日現在

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

【チーム戦】 【チーム戦】

7:061

2

3 7:22
ファーストサマーほ～り～

7:385

BLAST!チーム？？？

世紀末愚連隊（奥義重視型）チームGB

セリーヌマスターズATOWAS GOLF
7:06

8:5014

13 8:42

13 8:34

KORYO魂

来☆珍

関東エリア第6予選 2位通過

関東エリア第2予選 2位通過

エースをねらえ

Shin

チームブルク

関東エリア追加予選 2位通過


