
№ time № time

須山 裕之 林 政志 瀬滝 雅 吉岡 直 山本 哲也 山田 裕史 田村 尚之 青木 健次

長谷川 清延 山本 正之 白髭 慎一 尾西 亮太郎 松井 達則 高橋 彬 棚田 恵太 川中 邦年

渡邊 健太 小西 良平 加藤 時彦 幸田 康平 岡部 秀亮 阿部 行雄 西村 嘉晃 西村 妹

原 健翁 石川 真吾 山森 徹也 森田 雅直 山田 良文 木村 徳昭 各務 武雄 清水 忠司

森 正典 市田 繁樹 中村 彰子 浜 裕子 宮口 和典 細井 桂 松野 賢二 木戸口 義明

服部 恭尚 宮本 敏幸 山本 智美 前田 賢祐 白木 健一 友政 勝彦 栗林 修 野田 雅司

岡本 諒興 岡本 陽介 松迫 卓也 栗原 豪 赤田 洋一 丸橋 孝夫 西川 清 東風浜 進

大槻 雅博 康元 浩伸 安井 和弥 大橋 恵 麻野 勝彦 庄司 亨 中川 裕一 中川 正子

松本 正信 Thong Chung Tuck 村田 靖司 谷口 友浩 金谷 敏邦 増田 順平 高原 かなこ 高原 鞠果

寺川 健吾 秋山 四郎 幸塚 由紀 鈴木 博文 山本 学 久保 賢佑 石原 義一 松本 多嘉雄

柳田 秀樹 田中 智一郎 八巻 ひろあき 久保 愛 朝日 優磨 仲村 春之介 岡畑 秀之 山本 実

髙原 拓也 宮下 巧 井上 雅子 寺西 恵津雄 福本 哲 宮谷 佳宏 佐藤 友弘 安福 のり子

中野 寿男 近藤 昌之 和田 保 森光 良典 安田 義博 星山 和義 林 明 石橋 三和

岡田 正巳 山本 進 山口 亮 橋本 貴紀 松井 孝二 松井 栄一 橋本 瑞穂 橋本 浩二

山下 恭平 玉井 圭佑 森島 信行 高磯 佳安 今西 要 四方 雅春 澤江 太郎 東本 雅至

中水 滋己 橋本 貞男 車田 正樹 角田 周治 島 直樹 眞田 智史 山本 栄治 岸本 達始

松本 喜治 小泉 広明 谷川 春子 池田 綾子 石上 順一 元井 洋雄 宇都 裕士 宇都 乃り子

島岡 良二 尾崎 幸則 秋定 直美 小寺 富子 大田 卓一 辻 明美 山下 直美 山下 勝

池上 綱 川西 正文 中村 丘美子 櫻井 香予子 白川 雅子 丈達 眞人 西山 哲哉 北野 貴子

山本 実 石村 孝洋 川東 啓子 細川 浩代 梶谷 正幸 富永 幸広 新居 淑惠 喜多 雅美

【注意事項】 2018年10月5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。

チーム高松 ZERO

岩倉川漁業協合組合 チームＢ&Ｂ

TEAM ＤＹ Team.SK

M&H

カツケンルンバ オービーズ

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 西日本地区決勝

2018年10月16日（火）グランドオークプレイヤーズコース
【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 7:21 1 7:21T-FAN ちーむ ぱぃん Team rabbit オートマ

【スクラッチの部】 【スクラッチの部】

2 7:28 2 7:28

4 7:42 4 7:42

3 7:35 3 7:35

チームモンキー がまんが大事の人生よ

大北悪平 デリケートゴリラ

よかもつ屋 チーム　もりもり

5 7:49 5 7:49梅サラショッターズ Team Y&A

チーム北神戸 F2Ｐ

13 8:59 13 8:59ハッピー野朗と愉快な仲間たち OS　Ａチーム

6 8:03 6 8:03

16 9:27 16 9:27橋本塾 TEAM  DENDEN

ブラザーズ KM54

チームディーマーク バーディーラッシュ

15 9:13 15 9:13お好み焼きたまい N-MAGIC 黒 team香里

14 9:06 14

9 8:24 9 8:24TONMA S・Y・T

10 8:31

チーム べたぴん

ポール阪神臣人 蠍座と射手座

18 9:41 AGC 美女と野獣

17

ブラック&ホワイト

9:34 17 9:34

7 8:10 7 8:10okasun イッコーニコン

8 8:17 8 8:17ひろ乃 もこうっど

12 8:52 12 8:52T&T Ｊ&B

11 8:45 11 8:45ゴル吉 らーめん＆餃子

旭国際

チーム研酒会 アサヒヤチーム

チームSA 中川家

10 8:31AK54 Be!びっと!Golf!

ぼんくら会 レオ＆グリ

9:06Team geek AGeAGe

GOLF DIO 進撃のＭＡＲＩＫＹＡＮ’ｚ

風来坊 ＴＴ

八ツ橋とちんすこう チーム日傘

TEAM バシレウス 垂水ボギーズ

チーム H・Y みっきーヴェルデ

チーム凸凹

【ダブルペリアの部】 【ダブルペリアの部】

PGS競技委員会

MIKAKO-H8 ないすぺあ

19 9:48 19 9:48KNGC ココちゃんズ HC5＆29

20 9:55 20 9:55酔っ払い ツインリバー

18 9:41

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


