
玉川 貴文 市川 充也 水野 智博 大藤 直人 村松 智之 柴田 孝幸 松田 徹 苅谷 淳

伊藤 弘美 渡辺 武男 伊藤 京春 宮下 奈美 金原 義久 永坂 匡 成房 愼太郎 大河原 広充

青本 一道 坂本 隆 机 精一 不破 佳次 大橋 信明 杉浦 豊道 吉留 努 永森 敬教

斎藤 裕明 岸田 真佳 山元 佐江子 岡田 建二 飯田 恭市 福岡 康寛 三宅 光男 田崎 泰隆

大嶋 克典 宮澤 久和 白川 満 坂本 敦是 稲垣 義博 飯田 祥治 長谷川 嘉信 橋本 秀久

大羽 伸治 金澤 明 河口 正樹 猪原 嘉晴 神野 勝美 武田 洋充 鈴木 武正 丹羽 佑介

小林 孝之 田村 真 宮澤 武志 廣井 信一郎 寺澤 和也 平井 実 平澤 徹 寺澤 誠司

小崎 高司 小島 邦裕 稲葉 大佐 太田 大士 向井 城二 中西 真一 中西 清文 溝口 卓

№ time № time

浦西 陽一郎 勝部 悠真 柏井 紳吾 伊藤 尊章 神田 宗彦 若松 繁隆 岡島 良典 木下 弘志

伊藤 功巳 日比野 敬 鈴木 邦錦夫 鈴木 鉱二 黒田 真司 松村 和彦 伊藤 昭弘 山内 一人

居平 一幸 竹本 光幸 竹中 新一 上野 靖幸 青山 林平 三田村 祐介 中村 敬 川口 久弘

知崎 貴弘 井上 博行 小林 健治 尾関 充 田中 鋭郎 山本 和夫 鈴木 隆一 杉浦 栄治

杉浦 政秀 笠原 義也 中垣 賢一 大久保 広守 鈴木 浩寿 荒牧 秀樹 野村 広治 神田 勝美

外村 祐二 坂井 隆義 野々部 良 梶原 力 重本 貴秋 大谷 元希 髙島 徹 財間 修二

仲野 友也 斎藤  昌之 牧野 公洋 三浦 憲二 日野 俊之 小木曽 剛 高島 諭 久野 雅夫

山下 幸太郎 岩永 真司 鈴木 肇太 熊 英利 日比野 正宏 仲川 一清 村田 裕 深谷 俊行

岩井 篤史 森 孝宏 伊藤 俊夫 片岡 千絵 松前 孝 赤塚 由一 中原 成萬 金原 萬

宮地 和彦 平岩 克也 宇城 雄司 渡邊 昌樹 深尾 隆廣 三上 悟 松井 孝二 松井 栄一

峪口 幸 稲垣 幸伸 川本 和洋 森 佳広 № time

玉村 昌也 岩田 昌志 石塚 年啓 石塚 明子
№ time

早川 一茂 伊藤 千恵子 表野 希久子 林 里史 № time

西澤 美由紀 松井 伸介 矢島 由貴子 三宅 慶司
松浦 安洋 太田 貴美 松本 隆夫 松本 貴子

山下 宗岳 山下 愛子 鷲見 政人 浅野 由香
【注意事項】

※チーム戦は上位5チーム、ダブルス戦は上位17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) 

【ダブルス戦】 【混合ダブルス戦】

ジョン
19 9:52 チームあっこ

※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。

【混合ダブルス戦】

9:38

18 9:45

19

チームOS 50肩

15 9:24 5全全 team88

ピース TC0625

サバイサバイ TEAM MY M&F ブラザース

15 9:24 斎仲 チームミウラ

16 9:31 チームパブリックゴルフ

エムアイセブン

【ダブルス戦】

チーム・トレードワン Yogibo買ったんすよ

8:49

8:56

9 8:35

9:52 カモガッキー チームK＆M

9:4518

8:35 ダブルワイ チーム徹

8:42 関ヶ原3馬鹿 スズマサ

8:49 Aloha　Standard ミルボンズ

9:03

9:17

7 8:14 桃華アカデミーNO.2

8 8:28 チームロクイシ

21

20 10:06

【混合ダブルス戦】

16 9:31 チームRock Team K2

【ダブルス戦】

9

17

10

11

12

チャレンジ１００１ チームだぶるえいち

8:56

パット・イズ・マネー

7:53 藤岡　アルファ

8:00 チーム　お願いします　２

8:07 イナポ会

11

12

14

目が合ったら334 川中島

チームKE

TEAM秀吉 kAKOちゃん

対竜冷熱

8

13

nnmm

TEAM頼朝

10 8:42 TEAM　TOBANS

3

4

5

6

8:28

7

3 7:46 FUJIKANI

4 7:53 藤岡CC  キッシーチーム

5 8:00 桃華アカデミー1

6 8:07 TEAMアップル

7:46

8:14

2 7:392 7:39

1

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 中部日本地区決勝

2022年8月5日（金）南山カントリークラブ(愛知県)

【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 水の会 柴田組7:32

たぁまぁーちーむ他力本願

サッポロクラッシック ベスティ

13 9:03 Team榎島 Jリンドバーグ

14 9:17 グッドルーザー チーム同級生

マイペース

17 9:38 redahead 班長と平民

20 10:06 うーちゃん チームまるまる

21 10:13 虎巳ちゃん サクセス

10:13 UP! チキンハート

PGS競技委員会
2022年7月29日現在  

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会


