
井上 敏浩 一ノ瀬 英明 滝田 吉則 齋藤 幸次 石澤 玄 間取 実樹也 三橋 正季 木原 愛美

金子 信太郎 木内  陽介 関 和弘 平賀 淳成 海老原 明久 北原 信 田上 栄二 鴇田 隆一

石川 高久 吉本 純 柴田 祥行 佐口 雅通 神田 直樹 松田 勝美 櫻井 徹矢 酒井 広司

重南 慶彦 佐々木 賢 石井 啓太 須﨑 友貴 倉持 昭 飯島 勝徳 海老原 雄二 野村 宏明

岡崎 雅次郎 浅野 一矢 渡辺 和行 松本 宏和 蓬沢 薫香 蓬沢 健一 手塚 敏文 岩本 多計行

粂川 欣厚 三川 耕作 澁谷 功 佐々木 亨 和田 祐子 久保田 信子 森戸 隆子 粕谷 智江

佐藤 三津夫 向井 デレック 森田 マシュー ドハティ デイヴィッド 二瓶 亮一 大木 信治 圷 めぐみ 沼田 有記

№ time № time

石田 哲次郎 岸 雄三 広野 幾男 臼井 武 佐野 健作 豊泉 光市郎 阿部 邦宏 早瀬 瑛太

浅野 正助 中垣 健 大滝 淳 後藤 好孝 東 隆 小俣 晶裕 北島 幹久 伊藤 日出夫

岡崎 智春 塩島 正隆 加藤 豪 山下 暁良 大屋 一 福原 啓 白木 悠貴 三本 木晃

徳島 政治 笛田 敬仁 橋本 禎 小池 昇 加瀬 健史 中山 秀之 品川 幸爾 矢野 徹

林 秀典 遠藤 富士夫 武藤 京子 武藤 永男 古川 恒成 小林 謙一郎 村田 佳子 飯田 薫

外園 悠貴 澤井 啓吾 吉田 馨 室野 歩 山岸 広幸 斉藤 和彦 吉田 清志 山口 哲央

藤本 政光 田村 康一 田中 雄三 田中 陸雄 № time

大塚 武義 村田 一恵 丸本 徹也 芳賀 静華
座光寺 透 両角 力 吉次 政人 岡田 大樹

溝口 篤志 溝口 晴美 渡部 国浩 鈴木 早愉里
№ time

植野 憲雄 田中 由喜江 上野 順一 上野 由紀 山田 楊子 山田 廣樹 小玉 雅 サムットセーン万里沙

木下 ふみよ 田村 一美 田中 祐紀子 柴原 眞介

【注意事項】

※チーム戦は上位5チーム、ダブルス戦は上位12ペア、混合ダブルス戦は上位5ペアが前期決勝に進出。(当日変更される場合あり) 

9:10 昔はライバル どーも EX
13

15 9:38 きゃぎっぽ 2022 REVIVAL

きりたんぽ

9:10 横浜卍リベンジャーズ ひゃっふー♪♪

9:17

10 8:42 カケイチ チキチキ

12

東宝調布朝練組 T Y R

13

14

TEAM LKJ

ORGIES

9 8:35 チームチョッパー 犬と猿

【ダブルス戦】

昭和の林 美浦ゴルフ練習場【打ちっぱ】

チーム大福 Good skill

おともだち

12 9:03 チーム レガシー OK牧場！

10

11

7 8:21

9:03 Team PHOENIX

17 9:45 スーパーショット

いいあんばい

16 9:45 島人 ｍｍ

【混合ダブルス戦】

わたるのこぶん

チーム 生真面目 フリーダム

14 9:24
15 9:24

PGS競技委員会

Iris seaまる

2022年7月24日現在  

ノービールズ

8:42

8:56

8 8:28

11 8:56 Team Prient 小池ゴルフ部

【ダブルス戦】

8 8:28 チーム大鳥 若広

9

7 8:21

8:35 らいどん ボヨヨン

6 8:14 ＫＣ企画

2

3

7:39 team8783

7:46 エース

7:53 株式会社隆盛ゴルフ部

8:00 チーム笠松会

8:14 みほりん

4

5

6

1 7:32

7:46 風友会

4 7:53 ★☆★Vstar★☆★

5 8:00 Smart＆Chill

※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。

ユキシバ

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B地区決勝

2022年7月29日（金）レイクウッドゴルフクラブ西コース(神奈川県)

【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】

7:32 NCC GENGENちゃんねる

16 9:38

【混合ダブルス戦】

2 7:39 吉GUYS（キチガイズ）

3

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


