
岩田 正樹 畠山 忠 松野 学 粟生 慎一郎 河原 淳一郎 杉本 真市朗 増田 光輝 折田 清一

植松 一起 石成 正人 宮田 健一朗 酒井 崇裕 謝 偉馨 石阪 安行 池田 一昭 今野 竜之介

大塚 晃 五嶋 和彦 村岡 浩司 長田 裕亘 箱守 剛 田中 宏樹 松岡 弘晃 佐古 大亮

奥村 祥国 結城 剛 田代 健 兼平 雄介 和田 均 今井 茂雄 金子 喜望夫 寉岡 優裕

勝俣 徹彦 高長谷 英雄 岸 誠一郎 吉田 小屋 勇 堀江 裕明 海堀 恵 武田 菜月

№ time № time

土谷 泰三 濱浦 幹基 石井 淳一 塗木 一 黒澤 翔太 秋田 隼豊 小辻 道彦 須藤 正浩

藤城 大輔 秦野 友雄 大滝 淳 後藤 好孝 佐野 和広 椎名 敏雅 高島 宏之 三浦 貴義

岡田 美帆 及川 秀信 小川 哲明 松本 淳 阿部 邦宏 早瀬 瑛太 岩井 康朗 畑 恒一

小川 英明 寺師 由行 笠井 俊吾 田代 邦彦 篠田 久夫 安富 秀樹 高木 恒 有田 由美夏

加瀬 健史 中山 秀之 片山 直彦 岡本 守弘 田中 伸明 渡邊 恵 林 俊男 内藤 隼人

神田 直樹 神田 翼 工藤 信幸 斉藤 博英 林 秀典 遠藤 富士夫 西山 英樹 福山 茂

黒澤 健一 上野 千津美 古川 幸蔵 川原 和哉 三橋 颯太朗 藤井 元気 山口 貴弘 深山 光一

【注意事項】 2021年6月24日現在

※受付は、スタート時間の30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「競技失格」となりますので、ご注意ください。

※通過予定数は、チーム戦: 上位3チームが前期決勝へ、ダブルス戦: 上位13ペアが地区決勝へ進出。

※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。

※競技説明を行いますので、スタートの10分前までにティーグラウンドへ集合して下さい。

Team PHOENIX チームGT

12 8:44 12 8:44
チー＆ケン 府中仲間 イケメンツインズ 深山口

11 8:36 11 8:36
かん72 未定

さくらレジェンド 押ー忍押忍

10 8:28 10 8:28
ニヤピンバーディベストオトモダチ MOK チームめぐ チーム Lions

9 8:20 9 8:20
TEAM-HMS チームTＫ

MGC-KF-ヤンバルクイナ

8 8:12 8 8:12
ダブルO Squash Magic 美浦ゴルフ練習場【打ちっぱ】 クリーンヒッツ

7 8:04 7 8:04
MGCチームバーディー 正夢 やれば出来る。

6 7:56 6 7:56
MGCチームイーグル チーム　はじめちゃん

【ダブルス戦】 【ダブルス戦】

MGCチームアルバトロス Team 龍平

5 7:48

2021全日本スクランブルアマチュアゴルファーズ選手権

チーム戦 東日本地区 予選5│ダブルス戦 東日本B地区 予選4

2021年7月2日（金）富里ゴルフ倶楽部(千葉県)

【OUTコーススタート】 選手名│ チーム名 【INコーススタート】 選手名│ チーム名

1 7:16 1 7:16

【チーム戦】
№ time time№

現場はゴルフ場

【チーム戦】

チーム PP

7:40

2 7:24

3 7:32

4

二代目酒井と愉快な仲間たち

ゆるりとゴルフの会

P.C.B.

5 7:48
アベンジャーゴルフ

謝家

T-MHS

マスターズ4
4

2 7:24

3 7:32

7:40

ミシュラン5つ星

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


