
№ time № time

宮本 直之 小島 靖弘 林 秀典 遠藤 富士夫 吉岡 信尚 吉岡 栄徴 成毛 康雅 對中 一幾

目片 敬悟 豊泉 亘 久保寺 実 吉田 知万 小島 信三 清水 達也 丸若 邦枝 三村 弘美

坂井 純一 砂川 和彦 時田 幾雄 時田 聖也 宇治野 靖 沢崎 良明 小西 明子 佐々木 順子

北田 正喜 寺田 幸弘 早乙女 かおる 山口 久美子 細田 憲一 飯塚 嶺 家泉 英明 中尾 正人

片岡 健太郎 大谷 秀雄 川口 順一郎 斉藤 克美 山本 博英 小松崎 尊久 八木 淳子 兎澤 由美子

佐藤 雅彦 吉房 滋 林 俊男 酒井 洋一 金田 侑 新村 浩介 石井 玲子 池田 律子

峰下 史寛 津久浦 邦明 野口 雅弘 滝 綾子 八十岡 寛晶 白戸 翔 相馬 賢一 前田 英美

北野 彰一 森川 邦彦 岩浪 英五 坂本 勝慶 北川 剛 田口 雅之 古内 泰弘 阿部 木綿子

持田 誠一 大塚 俊昭 田鎖 聡 風間 栄治 花崎 勝彦 北嶋 智治 加藤 俊之 田中 健

野口 嘉巨 山田 潤 小掛 稀友 牧野 美花 荒井 眞一 坪井 隆 田中 馨 小沼 哲男

萩原 修 出口 達也 進藤 巧 野村 匡弘 海老根 隆広 吉田 勝美 毛利 基文 日改 哲也

小川 龍清 斎藤 瑞己 金谷 昌樹 金谷 直樹 武松 将寛 武松 茂樹 久保田 有希子 久保田 暁之

高松 亮佑 竹澤 誠 中村 賢司 鈴木 孝典 下野 修照 川村 直樹 我部 亮 宇江城 学

吉原 伸一 村野 仁誠 阿部 萌 松原 由幸 谷沢 正一 増渕 努 小栗 健嗣 高橋 健司

露木 敏博 露木 輝幸 松本 武宣 鈴木 盛仁 栗田 和宏 中村 仁 高橋 海仁 堤 星也

内堀 弘政 内堀 翔伍 飯田 美弥子 土屋 知廣 瀧田 和司 竹内 秀 小津 和幸 鎌田 孝史

本田 善樹 中西 健太郎 田村 将一 齋藤 龍一 2017年10月17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。
※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。
※地区決勝への通過ペア数は大会当日に発表いたしますので、ご了承ください。 PGS競技委員会

未来ガジェット研究所 コスモクラシックSS

秘密結社 ヤスヒー&ゆうこ

10 8:45
シャンキーズ m&m Jr.

9:37
チームグランデイール イーグル R

サクラ Wケンジ

鍋奉行 TEAM  DZUSHI

北崎ぐみぃ キング

つくばエステイト かるがも一家

xperon もーてぃと愉快な仲間達

チームD ABLA
12 9:00 12 9:00

唯一無二のブライアン 紀州人

11 8:52 11 8:52
さんきゅっぱ チームはまっ子

7 8:22 7 8:22
ラッキーズ バモス・ドライブ

8 8:30 8 8:30
TEAM WANGAN EZ

9 8:37 9 8:37
Ｇ－Ⅰゴルフチーム桜川支部選抜 No.2 No.3

10 8:45

16 9:37 16

15 9:30 15 9:30
つゆきブラザーズ TEAM360 月いちゴルファーズ ビギナーズラック

14 9:22 14 9:22
チームMY NSSU

13 9:15 13 9:15
88 よろず屋

6 8:07 6 8:07

5 8:00 5 8:00
チーム　フジゴ SKJ

ZEUS-ENTERPRIS チームエンジェル

4 7:52

3 7:45 3 7:45

プルプル team 吉久

IJS team graduation

KT SKYレディース

平成29年度 東日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権

関東Cブロック｜決勝

2017年10月20日（金）八千代ゴルフクラブ

【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 7:30 1 7:30
小島ときどき宮本 Team PHOENIX ホタル ブラックアウト

17 9:45
こんぺい党 nvc

SKN100 アイジェイエス2軍

小鳥パーティー for 91 ウォーターシーロード

キャピモク エクセレント　匠

NU-10B G1

小松の親分さん♪ うさぎ☆やぎ

つぶ×2 E・E・GIRLS

2 7:37 2 7:37

4 7:52

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


