
№ time № time

木下 大悟 木村 鉄三 山崎 哲 井上 聡 内野 治 原嶋 伸也 塩川 健一 黒澤 崇博

溝口 教史 佐藤 弥 金子 仁 神田 剛 岡安 達也 野尻 龍次 永井 智美 細井 清

北浦 隆史 山﨑 幹裕 赤井 津厳 小林 雄二 佐藤 尚智 高橋 努 島村 晴信 山本 四郎

池嶋 則夫 堀之内 佳武 齋藤 和代 野田 典靖 久野 裕正 橋本 和宏 岡本 典子 黒岩 瑞恵

町田 隆一 高山 竜治 作美 洋仁 樹森 正 田川 翔太郎 深澤 直貴 内田 剛 三上 靖史

加藤 修 片野 由次 権田 政直 轟 秀夫 山田 豊 山田 陽子 田中 和幸 齋藤 明彦

仲村 靖 田澤 英昭 荻原 由美子 呉 鍾淑 矢澤 幸彦 森 洋一 町田 篤士 原 一弥

小宅 章夫 上原 肇 加藤 寛史 寺内 一夫 増田 敬介 大野 貴志 植野 憲雄 田中 由喜江

今井 和正 湯浅 弘和 宮脇 澄子 宮脇 裕之 藤井 達也 及川 浩幸 早川 誠 中島 崇

阿部 智伎 齋藤 太稀 橋本 和也 吉野 文規 田中 邦彦 岩井 誠 武藤 永男 武藤 京子

西脇 寿宏 山田 克彦 稲葉 孝太郎 前原 佳代子 鈴木 岳広 木村 紀 蜂谷 大棋 堀野 恵美

丹羽 雅彦 和田 通忠 中西 義男 吉沢 勇次 齋藤 純晴 新井 哲 武井 莊八 宮下 義史

田中 淳 歌川 康広 金子 昌之 高橋 秀和 青木 健二 持田 誠一 鈴木 功 鈴木 百香

関口 宗孝 宮内 淳太 森 瑞那 鈴木 大星 榊原 一摩 鈴木 辰徳 高橋 雄平 福地 慶人

村越 信勝 渡辺 剛 山中 昭彦 北野 拓也
内藤 大三 重松 邦宏 高橋 誠 中島 英一

針谷 武 齋藤 正浩 牛窪 利哉 藤原 三枝子
会沢 五夫 望月 三津彦 玉田 美恵子 海老沢 淑子

築山 尚史 指田 学 髙橋 敦子 加藤 隆
2018年7月20日現在

【注意事項】
※組み合わせは右記日現在です。エントリーの状況により変更する可能性がありますことをご了承ください。
※初回発表の組み合わせ表より2組以上の時間が変更する場合は、メールやお電話にて申し込み代表者へご連絡します。
※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

【ダブルペリアの部】

STG-MYコンビ チームシャカ

TDN2018 チーム　生真面目

10 9:10
きんた sakurazima

16 10:06
チーム・ハリヤ ルパン&不二子

チキンBOY チップ

ゴルキチ５０ テリマカシ

【ダブルペリアの部】

12 9:31
今日からウィーーー ワイワイスター

11 9:24 11 9:24
やまにし デ・アーニ

7 8:49 7 8:49
チーム田仲 チーム Ace

8 8:56 8 8:56
HAJIME カズ&ヒロ

9 9:03 9 9:03
チーム  和 Team PJ

10 9:10

17 10:13
finger moon ORANGE CHOCO

16 10:06

12 9:31

15 9:52
15 9:52

のぶつよ チーム二人で１１５才
golfplus恵比寿 チーム　メタ

【ダブルペリアの部】【スクラッチの部】

14 9:45 14 9:45
チーム デコボコ VGPジャンボ002

13 9:38 13 9:38
team ＴＪ TEAM M&H

6 8:42 6 8:42

5 8:28 5 8:28
バンキング グリーンフィールドKS

k&k タマチャン

2 8:07 2 8:07

4 8:21 4 8:21

3 8:14 3 8:14

TOKAI ヒトちゃんカンちゃん

チーム KY デュアル

ほりちゃんちーむ Team.KaNo

平成30年度 全日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権

スクラッチの部/ダブルペリアの部 関東A地区決勝

2018年7月23日（月）イーストウッドカントリークラブ

【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 8:00 1 8:00
キムキノ ダブルえす チーム だるま チームＩＭＧ

【スクラッチの部】 【スクラッチの部】

チーム皐月 NAGAI

つぶらだジェネレーション SCマスター

Team VHS のりくろ

TEAM　ＳＢＪ チームTEGETEGE

Y-Y Birdy papas

うぉーたーめろん

イワイゴルフ チームきりたんぽ

OJIOI 新生ヤーマダマーヤ

あかり DBOブラザーズ

G-1 桜川支部A お～しゃんず

Team 山崎　12年

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


