
2020年7月14日現在

№ time № time

宮城 稔 中本 千石 澤田 邦夫 小南 隆 西本 孝也 藤崎 幸夫 芦田 勝博 松原 幹男

松村 岩夫 松原 一登 姜 優 片岡 司 山尾 浩一 田村 敏男 真継 由美子 西川 真由美

松井 孝二 松井 栄一 野口 尚裕 大澤 芳巳 南口 裕二 市川 浩二 吉川 鈴子 金築 美津子

山本 善弘 石宮 勝久 安野 孝夫 中岡 克祐
水口 拓也 北岡 典剛 山本 進 江島 俊雄

大川 国博 西谷 敏雄 辻 成年 島村 茂幸
山森 徹也 森田 雅直 北川 日出男 勝見 幸生

近江 隆男 小川 純 松本 勝明 植村 康平
古賀 啓一 岡田 宏次 豊原 大介 二見 辰伯

吉田 泰三 北西 啓志 今井 隆友 山脇 康平
中嶋 理人 田中 亮馬 丈達 眞人 明智 武史

谷口 伸世 塚本 賢ニ 服部 恭尚 宮本 敏幸
池上 綱 川西 正文 永橋 克明 髙磯 佳安

中井 徹 中井 良太 岡村 淳 井上 正嗣
礒井 昭太 梶原 丈敬 鈴木 貴之 儀賀 としはる

山本 晃央 村上 渉 瀬滝 雅 吉岡 直
永岡 悟 今西 敏彦 岩﨑 博史 神社 学人

永廣 啓士 日置 将弘 吉田 有樹 竹内 直也
澤江 太郎 大山 一平 佐藤 英樹 近俊 祐介

谷口 伸也 竹島 潤二 矢島 宏章 辻本 恭典
眞田 智史 島 直樹 上林 正法 清水 浩之

久保田 誠一 中村 利司 米 基志 清原 洋一
高橋 功 桑山 敦弘 辻村 昇 松下 浩二

阿部 行雄 岡部 秀亮 関 淳悟 田中 裕子
杉本 尚斉 小山 秀男 的場 香里 近藤 孝史

川村 一透 長谷川 和市 小林 知恵 中本 源
増川 美和 大畑 博 藤岡 恵利 村上 清造

山口 正美 中井 勤 椿本 敏幸 椿本 しのぶ
服部 香保里 川口 浩 0 0

　【注意事項】

※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
※地区決勝、全日本決勝への出場ペア数は当日発表いたします。

16 9:18
チーム探検隊 0

NFC cotton8

ブラザーズ シックスティーズ

チーム千石 チーム　クニタカ

NFGC チームひよどり

チーム小木野
デイロング ﾅｵﾁｬﾝ＆ｸﾆﾁｬﾝ

team 師匠と弟子 Bamboo Grass
チームくろしお YATUJI

チーム ディーマーク チャイルドバイーン

11 8:42

13

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

2 7:36
松村 チームｋ＆ｋ

チームＫＫＣ
Tウエスト レイク

Westriver TEAM負けず嫌い
GHクラウド

ハイボール レーシングチーム  トータス

チームTK

8:48

チーム　ぺし PLGC
トシちゃんズ

【シニアダブルス戦】 【シニアダブルス戦】

TEAM  GP阪南 チームアライコダイ

2020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

 シニアダブルス戦/ダブルス戦 西日本地区｜予選1

2020年7月17日（金） ベアズパウジャパンカントリークラブ

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

team account チーム　ＩＣＣ
mallet(マレット） Team VIVI

甲賀忍忍 赤面のシャンクス
チーム　モリモリ 同級生

7:30

チーム　チップイン KOOL
チームRIO 5モグルズ

HCMC 23インパクト
鬼滅の刃

8:54

14 9:00

8:48

3 7:42

4 7:48

5 7:54

6 8:06

7 8:12

15 9:06

ツバメのシッポ アンダーボンバーズ15
チームOGURA

岩倉川漁業協同組合 チーム凸凹
出たとこ勝負！

【ダブルス戦】

えりぞう

6 8:06

7 8:12

8 8:18

9 8:24

10 8:30

12

くるまつ

チームOM

MEISHO

8:42

12

1

2 7:36

3 7:42

4 7:48

5 7:54

【ダブルス戦】【シニアダブルス戦】

16 9:18
とびちゃん チーム マヌル

7:301

13 8:54

14 9:00

15 9:06

【ダブルス戦】

凱旋 Ncolor

8 8:18

9 8:24

10 8:30

11

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


