
隅田 大輔 河本 永二 福島 明希 中村 領 沖崎 弘行 飯田 大智 北山 豊 高山 友輔

小川 晃正 池尻 和敏 吉内 一洋 垣原 孝昭 眞銅 孝安 辻本 淳哉 水津 剛 服部 智也

清水 明 古川 鵬程 関 世文 由 強 秋月 こうじ 赤松 正章 新井 英起 田口 和彦

藤中 裕之 西尾 敏治 吉川 信宏 浦壁 愛菜 木須 将平 清井 滝典 山口 大志 平本 晃一

浦本 佳則 鈴木 寛 杦田 訓之 神農 将史 竹村 信彦 南 一 松浦 幸弘 松浦 美代子

河合 隆太 近藤 康仁 中西 徹 松浦 祥子 上杉 公一 藤枝 克彰 中田 寛 井上 康一

高原 かなこ 高原 鞠果 貫名 恒一 加藤 正治 鎌田 修輔 佐々木 健太 西口 功将 大家 一仁

井関 幸輔 駒井 良 伊藤 亮志 川口 明浩 橋本 瑞穂 橋本 浩二 秋山 四郎 寺川 健吾

岩田 光徳 西山 英俊 福本 哲 中村 すみ子 大道 俊平 正冨 浩 西田 佳弘 大家 一仁

高田 有加 渡辺 のり子 松﨑 至宏 西尾 正 和佐野 達也 相良 創 梶原 竜夫 石川 重夫

森本 秀巳 寺岡 俊宏 山形 康弘 川人 範子 № time

岡部 秀亮 阿部 行雄 本郷 克幸 松永 巧
№ time

小出 泰彦 原谷 隆清 佐々木 良和 高山 勝巳 櫻井 賢 森崎 心平 小嶋 健文 浮田 愛斗

丈達 眞人 明智 武史 眞田 智史 大矢 幸 瀬戸 陽介 板東 秀樹 澤江 太郎 大山 一平

角橋 啓一郎 細川 卓 立岡 孝則 西澤 克政 加藤 時彦 玉井 圭祐 永岡 悟 今西 敏彦

浦西 修司 伊藤 広伸 中西 浩幸 宮部 弘 松田 享洋 嶋本 将平 中野 耕治 漆谷 光彦

金谷 敏邦 山﨑 和宏 吉田 康大郎 向山 國基 中野 喜雄 河本 好範 若林 将司 小崎 要介

本間 忠 塩田 聡 岩永 和也 常田 真嗣 三宅 朗信 梶井 雄介 松本 泰則 智多 昌志

喜田 徹 小林 尚 三宅 義昭 藤木 宣久 久保田 誠一 伊藤 美喜夫 渡邉 功 橋本 一秀

梅村 剛史 田中 正治 竹鼻 寿也 吉原 呂浩 № time

山下 等 宇野 麻希子 宮本 一男 西本 弘子
№ time

渡部 美弥子 濵嵜 真澄 落合 正一 落合 美奈子

大村 美咲 佐々木 翔平 勝部 梓 岡田 学

【注意事項】

※チーム戦は上位6チーム、ダブルス戦は上位13ペア、混合ダブルス戦は上位4ペアが前期決勝に進出。(当日変更される場合あり) 

PGS競技委員会チームhaku れいくんず
2022年7月25日現在  

9:44 マリと硯 waytoGO

17 10:00 BLJ 美味会年中組

ゴリ&プーさん OB連発

チーム　カメコウ 九十九

タカツキング

HAYO!  CINEMA! 縁と月日

リーベック

【混合ダブルス戦】
19 10:16

9:44

17 10:00

18 10:08

19 10:16

16

武庫の台補欠チーム Team DAIYAKU85

8:24 スクランブル専用ザク

8 8:32 SQUADRA54

トシちゃん

8:40 元祖野良犬

12 9:12 チームM＆M TK2魂

【ダブルス戦】

岩倉川漁業協同組合

ラスカル

チーム　チキータ

11

15 9:36 チームびっくりや HIRO,S(ヒーローズ) 

【ダブルス戦】

12 9:12 YASUKIYO KIZUNA

13 9:20 チームＫＫＣ チーム　ディマーク

14 9:28 チーム43 曙中ゴルフ部

7 8:24 Socio&どんと

8 8:32 プチ双葉

9 8:40 瀬田行けます会

10

10:08

9:20

9:28

11 9:04

18

21

15 9:36

9:04 T.Tarokichi

10:32 SM チームあずさ

ハンサム会

月一会

7:52 チーム３A＆T

8:00 元祖野良猫

8:08 チーム ウラカン

8:16 ヨッシーズ

かず＆ひろ

13

14

16

ボギ男 Team 師匠&弟子

デリゴリ

パボ男 お喋り

7:36

10 8:56

7:52 毎週一球

4 8:00 堺市民

5 8:08 チームTORIZOKU

6 8:16 勇猛邁進

2

3

7:44

8:56 ＳＰＡ白浜

4

5

6

7

9

※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。

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 西日本A地区決勝

2022年7月27日（水）美奈木ゴルフ倶楽部(兵庫県)

【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
【チーム戦】

№ time №

1

time
【チーム戦】

7:36 ブロッコリー 弘友会

20 10:24

【混合ダブルス戦】

2 7:44 チーム０４

3

1

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


