
青木 俊和 田口 龍児 戸井田 寛 土井 俊幸 青山 浩二 原田 明広 土子 仁志 金森 正美

石渡 和城 武井 政勲 松原 学 黒田 太一 海老原 明久 田上 栄二 北原 信 鴇田 隆一

神田 直樹 櫻井 徹矢 渡辺 将人 神田 翼 木村 慎 鈴木 茂 笠島 実 山口 裕香子

坂田 康彰 吉高神 佐俊 大澤 有希子 渡邉 光代 野村 一也 佐藤 文明 後藤 弘幸 名越 健一

高畑 弘 厚澤 克俊 高橋 聡 新村 義幸 藤平 康法 田中 泰臣 田代 健治 弦巻 和美

謝 偉馨 石阪 安行 金野 竜之介 首藤 洋一郎 大和 史幸 磯 仁志 久保田 和之 高井 義成

河田 育雄 西 有実子 山田 耕市 高橋 光雄 湯淺 直樹 大瀧 詞久 岡田 利修 小田切 恭平

三俣 紀之 村井 忠行 羽川 宜弘 柴田 尚美 宇佐美 彩 内田 房 杉山 紗也佳 亀井 亜紀子

№ time № time

伊藤 誠一 塩島 正隆 佐藤 紀之 井上 慎太郎 岩井 武行 林 桂貴 佐藤 尚智 竹内 伸一

関口 宗孝 斉藤 孝則 小川 哲明 松本 淳 塩谷 せいいち 清水 基次 小野寺 亮 荒井 眞一

片岡 健太郎 加藤 孝範 中山 幸 西野 幸夫 金井 高弘 齋藤 明彦 関根 利洋 高野 徹

早坂 宏幸 鈴木 博也 川野 竜明 菅原 善隆 田村 眞 山田 耕市 岸本 陽一 石川 亮一

木村 晃二 青野 英明 藤井 淳 滝澤 勲 楠美 和也 前田 裕介 中西 義男 吉沢 勇次

曽我 文彦 奈良 璃樹 工藤 勝美 市川 哲次 熊田 学 斉藤 龍 八藤 博 杉山 耕一郎

小沼 泰成 渡邉 健太郎 中川 善幸 小島 一純 平岩 義範 深谷 尚玄 宮越 雅幸 吉田 尚人

渡邊 慎吾 渡邊 駿 音喜多 宏彰 海老名 洋史 真島 正彦 塩野目 龍一 若林 修司 樹森 正

朝生 翔太 梁井 竜輔 川戸 貴志 川村 勇貴 渡辺 伸一 塚越 秀和 小辻 道彦 須藤 正浩

№ time № time

岩瀬 賢治 岩瀬 千歌 原口 智之 飯島 里穂 黒澤 健一 上野 千津美 半田 朋子 正田 守行

坂本 健造 坂本 里佳
【注意事項】

※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。

※チーム戦は上位5チーム、ダブルス戦は上位14ペア、混合ダブルス戦は上位3ペアが前期決勝に進出。(当日変更される場合あり) 

※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。

16 9:31 83GA代表 鯉太郎

フォワード98
9 8:35

ENECOM

team8783

鉄⑨

チーピンズ

キラキラゴルフ女子

9:38

2022年7月19日現在

2022年度全日本スクランブルアマチュアゴルファーズ選手権 チーム戦│ダブルス戦│混合ダブルス戦 前期 東日本A地区決勝

2022年7月22日（金）イーストウッドカントリークラブ(栃木県)

【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

4 7:53

6 8:14

【チーム戦】
time

1

№ time

オッタケビアンコ

7:32

【ダブルス戦】

8:28

【チーム戦】

OWKS

1 7:32 ATDD

チームAKT

2 7:39 チーム　チョンボ

3 7:46 月一代表

PGS競技委員会

7 8:21 美女と野獣Ⅱ

2 7:39

7 8:21

88 8:28 サニーサイドアップ

15 9:24 CGC team vices

17

けんちぃー でこぼこ

ざらトリっす TEAM KK

【ダブルス戦】

9 8:35 塩○ ルヴァンヴェール

18 9:45 おおいぬこねず teamりー(^^)

10 8:42 SSクラウン Squash   Magic

11 8:56 チームフジゴ II 幸's

12 9:03 H２project

5 8:00 魔人ブー

6 8:14 謝家

3 7:46 カサジユナイト

4 7:53 チーム老脚

5 8:00 チーム　クレイジー

たきお

14 9:17 中洲クロムウェル チームルーデンス

10 8:42 oz44 ケセラセラ

11 8:56 TEAM ３３３ 高野関根

12 9:03 オールドラッキー R.1.Y

13 9:10 TEAM STOPS YYスターズ

トロトロ

13 9:10

19 9:52 エンジョイＧＯＬＦ2022

16 9:31 ドキンちゃん Team Stone Hill

14 9:17 クマとリュウ 可愛い二匹のひつじ

15 9:24 48会・よっしーず チーム　大泉城

17 9:38 チームプラザ Team 龍平
【混合ダブルス戦】 【混合ダブルス戦】

18 9:45

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


