
近久 美智代 桑平 高春 岡田 裕之 小野寺 秀樹 徳永 太郎 佐竹 孝輔 松野 健二 赤井 一隆

岡田 英二 中村 元信 俣野 太郎 川村 真希 中川 直紀 冨田 雅二 東原 雅典 木下 光学

木原 敏夫 源野 英輝 水野 雅夫 仲上 典臣 葉山 泰巧 山口 志朗 松田 康秀 吉田 直道

北端 勇作 山本 展章 野手 学 川村 昌義 冨士 和哉 中江 聡 大川 高生 橋本 佳典

小谷 剛之 大野 泰生 坂本 悌城 大野 みゆき 冨士 成美 山縣 弘幸 鈴木 和哉 内野 嘉紀

太田 久仁美 堤 敬臣 伊庭 竜太 土肥 範広 前田 順一郎 内田 和広 赤松 理充 下室 舞弥

№ time № time

谷 まゆみ 山名 美保 西岡 恵美子 長江 幸子 右下 泰枝 中川 恭子 丹羽 治枝 藤田 千鶴

中村 丘美子 宮本 万里世 櫻井 香予子 神原 優子 矢西 泰子 南 亜紀子 寺本 祐子 吉藤 宇め

№ time № time

國米 直樹 河田 光徳 紺原 孝政 山本 聡 藤田 吉則 手束 真章 村上 公貴 今西 亮輔

№ time 茂木立 仁 元田 龍成 吉川 巌也 大江 利治

染谷 啓 向井 美緒 橋本 嘉郎 米田 幹雄

№ time

№ time 中村 圭一 岸本 淳子 林 英樹 船本 り香孔

佐野 隆 青木 直美 伊藤 純子 荒井 健雄

古川 志野 古川 武志 水原 玉枝 水原 博

寺尾 佳苗 古井 司

2021年10月24日現在

【注意事項】

※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7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5ペア、レディスチーム戦上位2チーム(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。

8:07 6 8:07
ヘリコプター2021

5 8:00

COCO オプティマ

8:28
ハナミズキの海 チームAJT

onimo

JKちゃんず プチジャック

12 8:49
ＫＴＳ

8:4912

2021全国スクランブルアマチュアゴルフ選手権 2ndシーズン 関西予選

チーム戦│オープンダブルス戦｜ミックスダブルス戦｜レディスチーム戦

2021年10月29日（金）北六甲カントリー倶楽部東コース(兵庫県)

【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 7:32 1 7:32

【チーム戦】
№ time time№

フリンライダー

【チーム戦】

チーム徳友

7 8:14

7:39

3 7:46

4

7 8:14
659オニヤンマ

7:534

2 7:39

3 7:46

6

チームNOBISHIRO

2

5 8:00

チームガングリオン

【レディスチーム戦】 【レディスチーム戦】

自称ジェントルマン

北六甲Dream

ゆめ

7:53

チーム　食堂GUYS

チーム　ナミゲキ

チーム　みゆきん チームハゲーズ

チーム男前。

マドレーヌ

【オープンダブルス戦】

【ミックスダブルス戦】

【ミックスダブルス戦】チームベル

10

【オープンダブルス戦】

9

チームえびもも

チーム　バーディーラッシュ

生み物語 ヤマモト

8:35
【ミックスダブルス戦】 【オープンダブルス戦】

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

8 8:21 8 8:21

11 8:42

11 8:42

ダッフンダーズ AJ

9 8:28

8:3510

スマイルカンパニー


