
2019年8月19日現在

№ time № time

中川 武志 安川 宏道 吉田 康大郎 村井 康哲 笹川 康博 小寺 正剛 相田 耕三 山田 育平

安積 義龍 萱原 勝哉 岩田 光生 木村 正隆 瀬 弘和 高橋 昭彦 今西 耕一 成宮 智史

岡畑 秀之 斎藤 智洋 酒井 英雄 小田原 靖 八ツ本 豊 堀切 鉄也 小泉 修 檀上 英昭

西本 孝也 山下 秀樹 田中 聡 勝部 昌彦 土山 誠 安広 健人 丸山 正人 岩井 真歩

山口 亮 橋本 貴紀 前田 順一郎 玉川 竜 大西 裕士 北波 篤人 幡司 道士哉 澁谷 憲輔

近藤 昌之 中野 寿男 高村 仁 春名 英和 菊地 由起 林 勝三 木村 紀代志 上田 昌志

岡村 拓弥 有本 淳哉 篠原 健二 宮林 新吾 森本 克也 石田 勝治 柳沼 勲 柳沼 マチ子

星野 英昭 寺田 まこと 中村 栄樹 上村 優貴恵 三野 善良 大西 将之 井上 雅子 寺西 惠津雄

以西 裕介 加藤 典子 田中 久美子 松島 一十四 藤井 賢哉 原田 力 田中 馨麗 森 忠彦

廣江 平 皆越 照明 梅村 悦子 中村 浩行 各務 武雄 清水 忠司 飯田 美和 山本 誠二

中水 滋己 宮嶋 哲也 田中 亜弥 阪口 真実 宮口 和典 細井 桂 井上 薫 福永 八千代

赤田 洋一 丸橋 孝夫 髙田 有加 渡辺 のり子 保田 吉則 吉川 俊哉 田中 維知子 青山 春子

澤田 仁 高野 守正 吉田 拓海 西山 奏 松本 正信 Thong Chung Tuck 佐藤 友弘 安福 のり子

大谷 恒史 野木 伸悟 髙原 拓也 吉田 幸平 松迫 卓也 安吉 滉一郎 越山 達貴 伊豫田 文也

泉 佳宏 米田 和弘 蒔田 和憲 菊田 薫 内田 真一郎 長谷川 晴之 口中 准也 原田 恭

西本 道彦 日下 秀男 大路 博之 植谷 晃一 立花 一郎 植田 展之 山崎 義昭 澤田 和宏

中村 律郎 坂下 和司 柴田 正裕 影山 勇芳 石井 達郎 吉村 謙信 林 紘平 大村 真一

角田 弘 村尾 真司 村端 建司 市野塚 義行 坂本 徹 中島 隆司 堀 信義 坂口 尚詩

喜多 和正 八幡 太郎 西出 嘉孝 南出 正美 松岡 裕導 山本 淳一 矢延 夏希 辻井 瑶美

角園 英信 松原 泰之 服部 恭尚 宮本 敏幸

白髭 慎一 尾西 亮太郎 谷上 潤二 中筋 功

　【注意事項】

ヤス&タケ kindai～ず

チーム・ヤッホー アスナロ

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 7:30 team K&A KIDS

紀よ志塾

Team 南中 WHDCP宮原健吾 ダンロップ大好き 11-22

【スクランブルの部】 【スクランブルの部】

ダブルエース 耕平

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/ベストスコアの部 西日本地区｜予選3

2019年8月20日（火） ダンロップゴルフコース

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

チーム西山 ともぞうとざっくぅ 外角低めストレート チームM

AGeAGe チーム師匠玉川弟子前田 Y&A エブリデイギャンブラーズ

7:22

ハッピー野郎と愉快な仲間たち high ＆ low Little Monster

チームYAO RORO

AIMAX 満ちゃん

G ＆ Ｂ

スワン301

ダブルエックス チーム25 チームKC 森or田中

チームMH 塩梅 Team.SK チーム光
10 8:37

グロス121

3 7:37

4 7:45

5 7:52

6 8:07

Gスクエア

Red Circle SPA 白浜 マルヨシ13

7 8:15

8 8:22

9 8:30

10 8:37

ベアーズ チーム・マツリ

7 8:15

8 8:22

9

ドライバーイップス チーム ロータリー

8:52

12 9:00

13 9:07

からあげぷりん M&H

2 7:30

3 7:37

4 7:45

5 7:52

6 8:07

16 9:37 派手 チーム　ダック

17 9:45 リッちゃんず Ｂoar ＆ Raccoon

11 8:52

12 9:00

13 9:07

14 9:15 パワーシャンク

チームカプ&パパ

15 9:22 イズヨネ KYK
【ベストスコアの部】

ミスターコンジローマー

1

18 9:52 タカ&テツ KNZWチーム

19 10:00 山松 smiley

16 9:37 BEGINゴルフ倶楽部 チーム！うさぎ

17 9:45 くまモン TYGA

18 9:52 フレンドみのお チーム M&I

19 10:00 K&K

21 10:22 がまんが大事の人生よ アベンジャーズ

7:22

20 10:07 未定 ペラ・GACCHO

チームおとなりさん

9:15 ワクワク team OB

15 9:22 アブレイズ C2

中華そば「一番」西脇店

8:30

11

14

【ベストスコアの部】

垂水ボギーズ

1

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


