
順位 チーム名 OUT IN TOTAL

優勝 夢の５４ 植吉 泰光 斉藤 浩基 手賀 正英 池元 良介 27 30 57

2位 東関東ＢＩＧ４？ 有川 芳朗 松井 豊雄 濱 賢治 間取 千尋 30 29 59

3位 悔いは残しません！ 重南 慶彦 佐々木 賢 田中 徹 北口 信貴 29 30 59

4位 チームひたちなかＣ 鈴木 靖孝 五十嵐 恭彦 大越 裕一 高橋 宏治 29 30 59

5位 MAXIMUM 三崎 勝弘 日向 まりあ 髙橋 晋伸輔 槙島 藍 30 30 60

6位 まりもっこりーず 白井 克成 柴﨑 知之 中里 朋晶 今井 敏行 30 31 61

7位 DAN 金子 理 佐藤 誠 陶 章司 石井 貴大 31 30 61

8位 鬼のジャンボ軍団 尾崎 由紀子 川辺 泰子 城埜 尚之 伊藤 将也 30 31 61

9位 今週末スキーにでも行きますか？ 斉藤 彰俊 宮内 賢 一柳 雅幸 一柳 亜矢子 32 30 62

10位 Off Glory 冨永 政雄 林 順之亮 藤田 英幸 稲葉 瞳 30 32 62

11位 チキンズ 鈴木 悟 岡部 光洋 角田 卓也 岩間 勇二 29 33 62

12位 半チャーハン大盛 関 夕介 森田 智博 佐藤 佑也 武山 久美子 33 30 63

13位 磯子第二研修会 新井 徹 鈴木 勇 菊地 泰彦 中村 光郎 32 31 63

14位 月一会 岡安 達也 岡安 清子 森田 均 荒井 惣司 33 30 63

15位 Wicket 大沢 由始 山本 公一朗 北本 崇 構 順子 32 31 63

16位 ターゲット54 大崎 将行 横山 由香 増田 貴明 三村 弘美 34 29 63

17位 watayou 平安山 英慶 井出野 由美 金森 幸一 渡部 洋 32 31 63

18位 チーム　テイク・デット・エイム 高橋 誠 末永 寛文 吉川 太雅 斎藤 俊信 31 32 63

19位 チームGB 福岡 大城 蔦谷 洋輔 高橋 毅 松原 勇三 33 31 64

20位 パーリー&ガッチャ 中山 文博 島袋 純也 半田 悠子 中山 良江 33 31 64

21位 チーム 美里 安藤 広茂 安田 博宣 杉山 大輔 辻本 真也 31 33 64

22位 ツルタチャーミー・デラックス 森井 健仁 中川 將 鶴岡 友和 宮越 義則 34 30 64

23位 おしんこ 横内 義之 田村 康行 小林 重之 瀬戸 裕次 34 30 64

24位 マイ・ガシ 梶井 廉弥 梶井 麻美 江草 好一 秋山 泰吏 34 31 65

25位 under40 中山 道臣 島田 篤志 飯田 浩一 生浦 学 34 31 65

26位 ザッキーNO1 小島 信行 大杉 賢二 佐藤 健 杉崎 武司 32 33 65

27位 FORE 猪野 裕 金子 真実 今井 賢 今井 瑞穂 32 33 65

28位 Woody2 根本 純一 本村 裕資 本村 治郎 松田 知樹 34 32 66

29位 グリーンパイレーツ 横田 勝美 鈴木 伸正 黒木 幸隆 上柳 茂 34 32 66

30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 34 33 67

31位 東友会 増川 隆英 依田 登 榎本 雄一 深野 雅央 35 33 68

32位 team.miya 安井 俊喜 砂田 篤史 鱒渕 智也 室井 光一 34 34 68

33位 ステージ 1号 佐藤 順二 岸 均 田中 基晴 藤代 直子 35 33 68

34位 Might Golf Club 菅野 正明 小松 稔 今井 英明 釜崎 智久 34 35 69

35位 Team MATS 2019 足立 裕朗 小山 哲也 友松 修 佐藤 匡敏 33 36 69

36位 いーぴんず 板橋 徹 角 雅博 住吉 健 成松 洋 35 37 72

※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

2018WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 チーム戦 チャンピオン大会

2019年3月16日（土）開催｜オールドオーチャードゴルフクラブ

参加チーム：36チーム

天候：曇り｜気温：10℃｜風向：北北西｜風速：4m/s

男子： 白ティ（Par72）｜シニア：黄ティ（Par72）｜女子：オレンジティ（Par72）


