
№ time № time

宮崎 良仁 山内 一人 相田 裕康 花輪 武男 山本 学 久保 賢祐 廣田 剛士 金山 直道

田村 尚之 青木 健次 花澤 仁 小野 勝也 村上 恒仁 佐藤 義武 庄子 秀典 鈴木 厚則

齋藤 純晴 新井 哲 関 奈緒美 阿部 利治 矢口 厚秀 山本 文浩 金子 昌之 高橋 秀和

高橋 雄平 福地 慶人 岩永 清 緒方 良樹 伊藤 美喜夫 竹田 直樹 露木 敏博 露木 輝幸

平沼 宏康 富永 和史 各務 武雄 清水 忠司 森 正典 市田 繁樹 日改 哲也 藁谷 和一

酒井 進 田中 一彦 竹内 秀 瀧田 和司 藤井 大介 金子 剛 大貫 利樹 宮川 純

和田 保 森光 良典 中野 陽大 堤 星也 岡本 諒興 岡本 陽介 関根 洋一 鈴木 貴行

寺田 稔 倉嶋 和之 荻原 由美子 吳 鍾淑 山口 亮 橋本 貴紀 岡安 達也 野尻 龍次

今西 要 四方 雅春 蜂谷 大棋 堀野 恵美 服部 恭尚 宮本 敏幸 藤井 達也 及川 浩幸

吉川 陽来 赤塚 将成 川村 伸介 鎌倉 甚士 山森 徹也 森田 雅直 松岡 直樹 馬渕 智衣里

大橋 武広 福山 栄一 車田 正樹 角田 周治 小栗 健嗣 高橋 健司 奥井 貴夫 森重 イヴァン

田中 和幸 齋藤 明彦 嶋田 義郎 寺本 拓矢 村田 靖司 谷口 友浩 舘 祐輔 藤澤 心之介

佐藤 尚智 高橋 努 麻野 勝彦 庄司 亨 木村 明 高橋 雄二 高橋 久雄 阿相 ひとみ

池嶋 則夫 堀之内 佳武 児島 達之 土岐 明彦 竹内 祐彦 増田 大樹 稲葉 孝太郎 前原 佳代子

朝日 優磨 仲村 春之介 梁瀬 正晴 高野 秀治 林 里史 水谷 寛 成毛 章弘 勝 美枝子

田所 靖浩 テーラー リィンデン 小川 龍清 斎藤 瑞己 塩田 一太 毛利 文太 中西 義男 吉沢 勇次

大沢 誠司 安田 勇二 鈴木 功 鈴木 百香 岡田 正巳 山本 進 小泉 匡稔 軍司 一成

細川 淳治 柴田 雅好 藤平 康法 田中 泰臣 冨永 進 郷 成龍 田中 淳 歌川 康広

根本 稔 佐々木 章公 寺川 健吾 秋山 四郎 宮口 和典 細井 桂 加藤 寛史 寺内 一夫

佐藤 篤志 早野 鐘次 橋本 瑞穂 橋本 浩二 大竹 秀人 大竹 輝成 森 瑞那 鈴木 大星

【注意事項】 2018年11月12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。 PGS競技委員会

Big Bamboo VGPジャンボ002

19 10:00 19 10:00
EUROZ AK54 M&H

20 10:07 20 10:07
CRゴルフフレンド会 KM54

okasun SUZUNE

AGeAGe チーム皐月

10 8:45
でこぼこーズ ぺち夫と百太郎

12 9:00 12 9:00
Birdy papas ヒゴモッコス

11 8:52 11 8:52
人材紹介のイーリード株式会社 TEAM   DENDEN

7 8:15 7 8:15
OS　Ａチーム 名古屋旅行

8 8:30 8 8:30
チームこしひかり チーム Ace

9 8:37 9 8:37
黒 新生ヤーマダマーヤ

10 8:45

team TJ

Team geek 金来軒

18 9:52
team CRAZY GO & MU

17

カズ&ヒロ

9:45 17 9:45
グレーゾーンＣ おーしゃんず

18 9:52
S.H

16 9:37 16 9:37
Team titties 神奈川大学体育会ゴルフ部

Lavictoire デ・アーニ

悪太郎 ワイワイスター

15 9:30 15 9:30
八ッ橋とちんすこう 鳩山特攻隊 ダンスダンス なる会

14 9:15 14 9:15
ほりちゃんちーむ ひかり

13 9:07 13 9:07
つぶらだジェネレーション チームSA

6 8:07 6 8:07

5 8:00 5 8:00
チームジャスティス Team.SK

TEAM 48  TEAM  KU 

2 7:37 2 7:37

4 7:52 4 7:52

3 7:45 3 7:45

オートマ EH

あかり Happiness 

チップ Iwagata

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 全日本決勝

2018年11月26日（月）ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部

【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
タワーゴルフ チーム錦 風来坊 ゴルフバー バックナイン

チームハッピーターン メジャ友

カクテキ TEAM M&H

チームＰちゃん つゆきブラザーズ

梅サラショッターズ ワラガイ組

金子剛ですが何か？ マッハ3150

チーム北神戸 Team 山崎 12年

チーム　もりもり グレーゾーンB

Wケンジ TEAM66

SYT SKコンビ

兄弟船 RIKINDER FOWLER

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


