
№ time № time

鵜飼 福人 和佐野 達也 海藏 純一 松元 龍二 村田 学 荻野 敬一 山蔵 修士 古田 善英

小堀 利明 小田 隆 野々部 良 丹羽 賢蔵 伊藤 美喜夫 竹田 直樹 近藤 昇 斉藤 貴朗

小林 秀行 水谷 勝昭 水野 洋希 佐伯 俊治 村上 恒仁 佐藤 義武 長井 康高 永田 みどり

児島 宏治 金指 優子 田近 清夫 熊崎 康元 宮崎 良仁 大橋 信明 武井 健太 神谷 隆洋

星野 武久 服部 光喜 玉村 昌也 中條 陽子 田中 重幸 細屋 誠 加納 友隆 菊池 加代子

宮崎 耕三 小口 正仁 増田 喜栄 山本 良伸 青山 圭太 永森 敬教 光山 恒栄 小坂 敬三郎

五月女 晃儀 福田 和也 山田 代美 山田 貞二 大原 洸一 吉金 悟 東谷 一弘 東谷 幸子

近藤 丈一郎 米倉 太郎 前島 典正 岩井 篤史 阿部 哲也 西山 徹也 井上 裕雅 石黒 浩幸

鈴木 智子 中山 光代 今井 邦洋 岡崎 昌昭 佐々木 一道 橋本 嘉紀 冨田 由香里 鈴木 美和

吉田 真一 河合 多佳久 山田 晃司 小西 博之 林 勝正 遠野 淳二 伊藤 大治郎 桑原 健次

池田 佳代 岩尾 明子 小崎 高司 牧野 有一郎 奥井 貴夫 森重 イヴァン 新井 裕輔 菅野 恵子

橋詰 克也 樫詰 学 北風 昇 木野村 和男 福手 祐二 藤野 雄宇 高島 諭 久野 雅夫

河村 公樹 松尾 一輝 茶院 健二 瓜巣 洋之 佐藤 篤志 早野 鐘次 伊田 克浩 岩田 英明

瀧澤 雄一郎 西部 真誠 田中 統倭 平松 厳 加藤 智康 栗原 悦子 確認中 確認中

【注意事項】 2017年7月14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。
※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。
※予選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。

チームＰちゃん ＦＩＶＥ☆ＳＴＡＲ

チームハッピーターン ピレッティー’S

タワーゴルフ 植対連

S.E 55 かよちゃん

OB即ベホマ K＆k

平成29年度 中部日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権 予選3

2017年7月25日（火）正眼寺カントリークラブ

【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 7:15 1 7:15
めざせコンドル マツカイ チームトウショウヤキュウブ サンシャインヘッド

2 7:22 2 7:22

4 7:37 4 7:37

3 7:30 3 7:30

グリーンストック リプレイ チーム春日井

katu&hide ブルックズ

チーム 優児（ユウジ） 飛騨高山

5 7:45 5 7:45
葉月会 チームひるかわ

カラス会 トライポイント
6 7:52 6 7:52

9 8:22 9 8:22
cafe de 桜 TEAM　TAKONOYA

10 8:30

14 9:00

13 8:52 13 8:52
オールバックカントリー倶楽部 TEAM 咲花

8:45 1212

11 8:37 11 8:37
いーgirls マキノコジャー

8:00
ＦＭＣ４６０５ きんぎょ

8 8:15 8 8:15
ＴＹＫ パープル・ピーポー

7 8:00 7

クラブは完璧！ シャンキー

ブルゾンジャングル with TN じゃんだらりん！

Team　港 tomy

スリーバーディ 1979

ノーボギー WhiteSnake

DOUBLE.U Team 88

CRゴルフフレンド会 Team 竹馬

14 9:00

8:45
ラーメン天外ゴルフ部 TEAM 40年会

E.T 確認中

PGS競技委員会

パワーダンディー チームボルドー

Team　ACTIVE TEAM1496

10 8:30

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


