
№ time № time

塩田 一太 毛利 文太 市原 敏隆 家泉 英明 関根 洋一 鈴木 貴行 内田 剛 三上 靖史

宮崎 修 加藤 直樹 金子 雅一 峰岸 崇泰 石井 肇 本多 伸吾 中野川 幸一 満田 忠

八藤 博 杉山 耕一郎 中島 智明 榎本 盛 土田 良夫 醍醐 康夫 佐藤 雅彦 吉房 滋

花澤 仁 小野 勝也 山田 真吾 和泉 満 小栗 健嗣 高橋 健司 野口 雅弘 滝 綾子

宮田 健児 小林 敦 大貫 利樹 宮川 純 芦澤 達雄 小宮 篤 田鎖 聡 風間 栄治

林 勝昭 佐藤 昌弘 坂井 純一 砂川 和彦 大橋 武広 福山 栄一 衣笠 学 江利川 吾郎

石田 昭彦 柴 文人 林 秀典 遠藤 富士夫 橋本 和也 吉野 文規 若狭 学 西村 真治

齋藤 純晴 三田 正史 関 奈緒美 阿部 利治 梁瀬 正晴 高野 秀治 八木 淳子 兎澤 由美子

露木 敏博 露木 輝幸 田中 健 加藤 俊之 石井 幸一 斉藤 純靖 田中 馨 小沼 哲男

相馬 賢一 前田 英美 石井 美紅 湯浅 良平 木村 明 高橋 雄二 武藤 永男 武藤 京子

塚原 弘貴 浅見 優 竹内 亮輔 諸橋 伶奈 根本 稔 佐々木 章公 徳島 政治 笛田 敬仁

太田 弘信 太田 僚平 加瀬 健史 中山 秀之 中村 賢司 鈴木 孝典 片岡 健太郎 内海 玲子

廣田 剛士 金山 直道 海老原 隆仁 玉置 敏光 冨永 進 郷 成龍 中野 陽大 堤 星也

齋藤 光男 宮野 雅彦 岩下 敦宜 栗本 智充 武田 法久 柿木 一茂 日改 哲也 藁谷 和一

竹内 秀 瀧田 和司 吉川 陽来 赤塚 将成 高梨 喜照 西 庄二 佐藤 圭 小川 稔

高橋 海仁 高山 勇悟 小川 龍清 齋藤 瑞己 山本 雅之 渕脇 広史 大久保 訓 藤原 聡子

藤間 幹広 池上 寛 久保田 有希子 久保田 暁之 佐藤 光介 五十嵐 征美 石井 淳一 塗木  一

戸泉 篤子 住吉 誠 松本 正裕 松本 由布子 新井 則明 北澤 道夫 上野 久美子 野口 順子

渡辺 文雄 中 和人 早乙女 かおる 五十嵐 茂 和田 均 寉岡 優裕 福島 真由美 斉藤 百代

【注意事項】 2018年10月15日現在
※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。

およびでない

9:30 17 9:30
ヒロ&ヒロ

わいわいゴルフ ノーシャンク ダブル6

18 9:37
イチフナ tontoro 酔拳

ABLA

9:45

8:52 12 8:52
僚ひろじ ニアピンバーディベスト

8:45 11 8:45
チョンコロシャンク 氣

SABA NO MISONI 金正恩

19 9:45

フラッシュ！

17

9 8:30 9 8:30
つゆきブラザーズ チームポポロン

10 8:37

どっこい

コスモクラシッククラブ チームはじめちゃん

18 9:37

【ダブルペリアの部】 【ダブルペリアの部】

PGS競技委員会

19

ワラガイ組

ヒロシ＆マーボー こわんぶらっぺ～

15 9:15 15 9:15
なつるチャンネル でこぼこーず 寄せワン君 小川会

14 9:07 14 9:07
サイトウ＆ミヤノ つぶらた師弟

16 9:22 16 9:22

13 9:00 13 9:00
ゴルフバー バックナイン きくのだい

6 8:07 6 8:07

ナムチャンズ Team  PHOENIX

8 8:22 8 8:22
春東中退 Happiness 

12

11

7 8:15

10

5 8:00 5 8:00
A24&38T マッハ3150

フォレスト＆ジャンガー IJS

8:37
コスモクラシック3S R39

8:15 7

2 7:37 2 7:37

4 7:52 4 7:52

3 7:45 3 7:45

ジプシー ＴＭＫ巨人軍

チームひつじ 避国民

EH シーズン

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C地区決勝

2018年10月19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
悪太郎 チームG1 SUZUNE チームワン会

【スクラッチの部】 【スクラッチの部】

EUROZ GOLF Team Prient

よろず屋 Bethpage Black

GO & MU ブィフィズス菌

きさぽん 東都匠No1

ツッチー＆ダイゴ ZEUS-ENTERPRIS

Wケンジ バモス・ドライブ

シニアーズ No2・No3

人材紹介のイーリード株式会社 ぽんこつ

sakurazima 素敵なバーディー

鳩山特攻隊 うさぎ☆やぎ

てきとう cassonade

チーム兄弟船 チームきりたんぽ

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


