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順位 チーム名 OUT IN TOTAL

1位 ザッキーNO1 小島 信行 大杉 賢二 佐藤 健 杉崎 武司 27 30 57

2位 Off Glory 冨永 政雄 林 順之亮 榎本 涼平 藤田 英幸 30 28 58

3位 東関東ＢＩＧ４？ 有川 芳朗 松井 豊雄 濱 賢治 間取 千尋 28 31 59

4位 チーム 美里 安藤 広茂 安田 博宣 杉山 大輔 辻本 真也 31 29 60

5位 Team　TYMC 五十嵐 利博 高橋 大 佐伯 智奈美 小林 文 28 32 60

6位 鬼のジャンボ軍団 尾崎 由紀子 川辺 泰子 伊藤 将也 城埜 尚之 31 30 61

7位 ３羽カラスと白い鳩 秋葉 武雅 小林 智子 根本 淳 濱本 隆史 29 32 61

8位 Beeeeeen! 尾登 里砂 尾登 辰徳 常山 洋佑 門倉 麻衣 31 31 62

9位 チーム西遊記 西川 和子 髙橋 俊光 小林 雅人 野手 将之 30 32 62

10位 チームMG！ 石井 明 松樹 青太 木村 英 橋本 周治 34 30 64

11位 team賃貸住宅フェア 梶井 廉弥 梶井 麻美 江草 好一 秋山 泰吏 31 33 64

12位 チーム36 山岸 大輔 磯部 武秀 礒 丈久 安田 健太郎 31 33 64

13位 ノリノリズ 近藤 明広 加藤 洋 若林 尚 新井 徳子 34 30 64

14位 カチカチ山 田口 敏雄 荒井 宏光 阿部 君洋 小庄司 裕一 32 33 65

15位 チームプロモ 丸山 貴也 坂本 良之 石堂 昌克 不破 貴計 33 32 65

16位 Ｓ．Ａ．Ｓ 安藤 琢磨 安藤 伊織 酒谷 和秀 永谷 理 32 34 66

17位 GIC2 本間 文人 正木 祥雄 根本 順司 細谷 淳司 33 34 67

18位 スチール スピリッツ 金田 達也 米倉 秀敏 萩原 快朗 小山田 哲哉 33 34 67

19位 GIC1 本間 健人 阿藤 有輝 古川 健一 小泉 翔太 35 33 68

20位 TEAM ドラコンMEGUMI 太田 豊洋 太田 高揚 鈴木 克彦 金井 恵 34 34 68

21位 正々堂々と謙虚に 稲見 克也 濱本 勉 向坂 直也 石田 英俊 35 34 69

22位 チームこうた 小倉 幸太 鈴木 宏之 梶山 昇仙 小野瀬 拓紀 35 37 72

23位 ほんまゴルフ 本間 育子 本間 公美 本間 佳菜子 鈴木 麻奈未 36 37 73

※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定 ゴルフライフスクランブルゴルフツアー競技委員会

選手名

以上の12チームが決勝大会へ進出

決勝大会へ参加されるチームは、10月17日（水）までにエントリーフォームからお申込み下さい。

2018WEEKENDスクランブルゴルフ選手権｜チーム戦 Bブロック｜第3予選会

2018年10月8日（月祝）開催｜八千代ゴルフクラブ

参加チーム：23チーム

天候：晴れ｜気温：25℃｜風向：北北西｜風速：1m/s

男子：青ティ（Par72）｜シニア：白ティ（Par72）｜女子：赤ティ（Par72）


