
2019年8月19日現在

№ time № time

竹田 正明 高須 秀樹 深谷 高義 原 英一 早川 一茂 鈴木 敏美 水野 義久 宮地 慎司

都築 正守 青山 誠 木村 隆一 松田 忍 淺野 厚 林 敏之 竹澤 翔 金田 拓也

諸岡 亮 北口 浩二 田中 統倭 平松 厳 加藤 大介 神田 修平 鈴木 洋旭 永田 陽平

吉田 陽一郎 坂口 幸司 伊藤 大治郎 桑原 健次 青田 弘好 早川 復教 池田 茂 大河原 広充

斎藤 裕明 岡田 建二 神田 宗彦 阿部 基之 海藏 純一 松元 龍二 井野 和人 中田 勝幸

中村 正人 神戸 哲哉 菅野 友仙 生田 敏秋 中村 敬 川口 久弘 天野 智之 舘 綾子

山下 忠勝 松田 孝 浦 浩行 猪原 嘉晴 下田 涼治 岡田 健 稲垣 幸伸 杉浦 正美

位田 知賀史 種村 陵治 小田 隆 下田 伸元 阪口 正和 夏目 潤 山田 直子 戸田 秀樹

杉本 義治 竹内 増基 小堀 利明 清水 雅士 渕上 光春 小川 健 先川 美智代 伊藤 洋子

北村 篤俊 寸田 真久 高橋 ちあき 谷口 公明 緒方 平慈 加賀野 昇 二村 知詠子 滝川 武

河合 孝浩 立松 良介 栗原 悦子 栗原 涼 島崎 光晴 島田 崇 間瀬 義一 中根 早苗

春日井 大祐 河合 昌紀 山田 直樹 斎藤 あづさ 金田 智太郎 知切 四書 荒木 美幸 服部 二三夫

加藤 俊和 大塚 将弘 下野 久美子 櫻井 良治

野堀 光広 南里 誠 入江 美基子 入江 昌代

大山 博嗣 植野 昌人 石川 孝子 伊藤 明

　【注意事項】

7:301

14 9:22
チーム N.M MM

15 9:30
ハニカミおやじ チームI（アイ）

11 9:00

12 9:07

13 9:15

8 8:30

9 8:37

10 8:45

Circle １ RyoKu

6 8:15

7 8:22

8 8:30

9 8:37

Do Best
11

Army corps 1 チーム トライアングル

1

2 7:37

3 7:45

4 7:52

5 8:00

3 7:45

4 7:52

5 8:00

6 8:15

7 8:22

チーム　floor

チームでこぼこ みんゴル１ 新陽 NBC

アドバンテージ 師匠と弟子 本田鈴鹿N-ONE OBチーム タッキーズ
10 8:45

9:00

9:07

古沢ゴルフD

古沢ゴルフB
12

飛ばない会 TENSEI's

デジサポート Ａ＆Ｎ United

富田北ＰＢ シルクロード

2019年度全日本パブリックダブルスゴルフ選手権

 スクランブルの部 中部日本地区｜予選3

2019年8月27日（火） 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】 【INコーススタート】

TEAM かなめつながり ラザニア Split of twins マロン

プラチナボーイズ A・Kチーム ドラゴンジュン もうすぐシングル

7:30

チーム大哲と虎鉄 チームかんちゃん チーム川中島

一徹（いってつ） エンジョイ team highball65 たかがゴルフされどゴルフ

チームお侍ちゃん みんごる2

チーム・サヤガワ デカチビ

チームギリギリ じゃんだらりん!

T2 チーム ボスザル

SDトラスト Team ナガヒロだら～

PGS競技委員会

　※組み合わせは右上の日現在です。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
　※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

※地区決勝への出場ペア数は当日発表いたします。
※競技説明を行いますので、スタート時間の10分前までにティーグラウンドへ集合して下さい

※受付は、スタート時間の40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

2 7:37
クラーク・ゲーブルズ 伊吹365

チーム　どや顔　　

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


