
青山 圭太 森 俊博 森 隆 片岡 千絵 富田 茂 三浦 憲二 佐藤 大介 山内 芽衣

池田 尚弘 山本 邦晶 鮒田 雅芳 岡本 研司 新美 賢一 榑松 龍吾 木村 聡 松本 真帆

鈴木 信治郎 鈴木 圭介 荒牧 秀樹 鈴木 隆一 本多 秀明 舟山 義則 平山 久美 斉藤 楓

遠山 敬也 若杉 雅樹 金谷 隆助 芥川 英彦 森 聖治 櫻木 直樹 長野 和弘 水谷 一心

冨樫 義弘 飯塚 登代治 小柳津 登一 志社 俊幸 若尾 幸将 柴田 真希 片桐 洋平 木下 有起

宮地 俊希 田下 大輔 久保 隆太郎 清水 裕介 № time

丸山 恭一 冨田 正伸 水野 裕介 杉山 崇

№ time

小田 隆文 山﨑 保夫 神田 宗彦 若松 繁隆 山下 忠勝 林 敏之 山元 照彦 土岐 勝啓

竹田 正明 高須 秀樹 野村 広治 加藤 知史 № time

青田 弘好 早川 復教 岡田 尚之 森 喜彦

№ time

中西 啓太 岩田 高明 野々村 聡 孫田 邦彦 佐藤 誠史 服部 裕次 中田 正樹 下川 剛

村上 恒仁 野々部 良 安武 滉規 松岡 歩 № time

山内 航介 大村 真一 天野 由佳 天野 乾三

№ time

北嶋 孝司 北嶋 知子 木暮 賢一 木暮 伸江 № time

石塚 年啓 石塚 明子 植山 由仁 植山 明美

小島 健一 渡辺 あやこ 下川 佳津展 藤田 智香

岡本 泰岳 岡本 香織 喜多 さおり 中川 貴人

早川 一茂 伊藤 千恵子 宗像 秀樹 平藤 純子

№ time

安藤 啓子 金澤 美由紀 稲垣 正子 稲生 晴美

【注意事項】 山元 佐江子 今泉 美香

※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。

※西日本決勝過数: チーム戦上位6チーム、オープンダブルス戦上位4ペア、ミックスダブルス戦上位6ペア、シニアダブルス戦上位4ペア、レディスダブルス戦上位2ペア。(当日変更される場合あり)

※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。

9:28

「蛇目組」 チップ&デール

【レディスダブルス戦】

12 9:36

2021全国スクランブルアマチュアゴルフ選手権　中部地区予選

チーム戦│オープンダブルス戦｜ミックスダブルス戦｜シニアダブルス戦│レディスダブルス戦

2021年8月4日（水）春日井カントリークラブ西コース(愛知県)

【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 8:00 1 8:00

【チーム戦】
№ time № time

SrT

ルーズメン キリンとクイン

【シニアダブルス戦】

【シニアダブルス戦】

4

【チーム戦】

8:08

山文・丸忠グループB

ちえぞう。 カイロス

山文・丸忠グループ　Ａ
2

13 9:44

【オープンダブルス戦】

7 8:48

5 8:32
チームスワン

【ミックスダブルス戦】

ワンハンドレッド ツヨシキックス

5 8:32

9 9:12

2 8:08
Team Speeder

9:20
【ミックスダブルス戦】

3 8:16
確認中

4 8:24
青栄会

6 8:40
KUMgolf

春日井いずみ会

3

6 8:40

8:24

8:16
3P禁止

9 9:12

9:28

10

8 8:56
Split of twins SHGH

チームあっこ

ライジングサンスタッフ TEAM　MIZUCHU

大山組 ダブルA

【オープンダブルス戦】 【ミックスダブルス戦】

うえサマ
11

スポーツインダストリーゴルフトーナメント競技委員会

7 8:48
額田サークル チーム・トレードワン

8 8:56
T-2 パドル

チームKK M友会

日生エンジニアリング 590

【オープンダブルス戦】

ステートスコープ

チャレンジ１００１ 確認中

11

10 9:20
師弟関係 AK

12 9:36

13 9:44
K&M チーム稲ちゃん

14 9:52
Team Sammy

2021年7月29日現在


