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順位 チーム名 OUT IN TOTAL

1位 ラス会 加藤 至康 中川 雅義 小原 秀天 佐藤 栄祐 28 29 57
2位 イップスの会Aチーム 鈴木 直哉 溝井 献也 渡邊 盛市 永井 忠弘 28 29 57
3位 wai wai 2017年2位 堤 龍司 藤井 庸史 森迫 恒彦 田所 純 31 27 58
4位 ゴルキチ 山名 啓継 早河 清五 鳥巣 英朗 佐藤 雅彦 30 28 58
5位 ねお！ハイボール 持田 哲哉 長谷川 勝巳 志村 和彦 齊藤 誠 28 30 58
6位 クルンテープ 飯田 哲雄 渋谷 正士 湯澤 建人 長沼 美帆 32 27 59
7位 チーム大典 青山 幸司 吉村 友希 山本 昌國 小玉 智武 29 30 59
8位 ＮＳＳＵ 西山 英徳 佐々木 清士 太田 貴美 平田 悦子 27 32 59

9位 関東・関西連合 齊藤 公義 村田 保 愚川 昌宜 石井 明 29 30 59
10位 ピンポン 森田 勝之 坂本 健造 堂川 真一 30 30 60
11位 ワールドSWクラブ 浅田 充宏 辻田 晃彦 佐藤 幸治 高松 宏行 30 30 60
12位 フィフティーフィフティー 阿部 加津幸 高見澤 亨 下妻 宏生 橋本 喜久男 33 27 60
13位 霜降り隊 古郡 ゆき子 木村 博 三浦 晋平 内田 勇人 30 31 61
14位 TOD'S・・・いぐ? 柿本 英一 高橋 静司 東 夏規 岩井 靖仁 32 29 61
15位 愉快な動物たち 倉田 勝弘 中山 順之 戸塚 隆 朝倉 ひとみ 31 30 61
16位 TAKANA.WAVE54 髙橋 末季子 高橋 一誠 南雲 真理 南雲 貴菜 30 31 61
18位 パイレーツV 岡本 諒興 岡本 陽介 福島 成昭 八木 俊明 31 30 61
17位 チームシャンク 上野 義和 小田木 哲也 山本 光正 那花 浩一 31 30 61
19位 60’s 柴 文人 斉藤 喜徳 藤井 直 柴 厚人 31 30 61
20位 同級生だよ。 半田 英雄 宗村 健司 宮下 義史 土本 賢一 30 31 61
21位 チーム・おやじーず&おねえ？ 幸田 隆一 日暮 禎司郎 原 一郎 見津 佳子 31 30 61
22位 ゼロの極（きわみ） 木村 孝博 中村 圭吾 川村 俊彦 田上 博紀 29 32 61
23位 ＮＫＪＶ 谷津 貴博 井坂 寛史 髙瀬 孝二 江幡 悟 31 31 62
24位 ミラクルＧＢ 白川 創一 皆藤 聡 キム ジョセフ 中納 貴博 31 31 62
25位 Anata Makase 﨑山 一茂 大貫 靖浩 倉重 明弘 草野 博光 31 31 62
26位 NTTコドモ 藤田 匡史 佐藤 謹朗 五頭 利明 澤田 武 30 32 62
28位 チームフェアー 尾山 宜道 寺西 俊人 藤田 雄彦 鈴木 雅博 32 30 62
27位 チーム凸凹アスリート 厚澤 克俊 白金 満明 新村 義幸 31 31 62
29位 チームゴルビー 大林 寿寛 近藤 基明 木村 信之 加納 秀益 30 32 62
30位 チームダックス 神田 光太郎 鈴木 一成 砂川 浩一 末次 格 32 30 62
31位 ビシッと 河野 弘 遠藤 恵一 牧瀬 直行 根岸 久夫 30 32 62
32位 TMGKごはん 辻 彦人 天日 元信 佐瀬 和彦 中島 利安 31 31 62
33位 啓ちゃんたち 井上 啓三 荒舩 卓也 古越 久之 大井 もと子 34 29 63
34位 パティーン 原田 昌史 西村 泰三 富岡 陽平 亀田 英樹 32 31 63
35位 上州倶楽部 2018 勝又 和宏 佐俣 智哉 金子 真樹子 鈴木 裕美子 30 33 63
36位 ウルフファイターズ 大木 稔 三俣 紀之 早川 吏 羽川 宜宏 34 30 64
37位 KIHK 赤塚 郁夫 佐々木 和江 中島 賢治 掛札 英樹 34 31 65
38位 SEXuals 毛利 清哉 豊福 徹 堀 浩司 原田 亮司 34 31 65
39位 team IZM 高野 像二 森川 英史 川井 一夫 塚原 いずみ 32 33 65
40位 チームHK 川村 剛央 原野 智善 藤崎 広二 石黒 明子 33 32 65
41位 チームATAI 荒田 裕之 荒田 克之 岩井 雄毅 田川 美道 33 32 65
42位 キュティーダディ 井上 正美 渡辺 純一 多田 弘樹 菱沼 憲一 35 31 66
43位 c21 飯沢 卓司 吉田 智 清藤 寿幸 藤澤 宗一郎 34 32 66
※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

以上の8チームが 2018スクランブルゴルフチャンピオン選手権 チーム戦 出場権利獲得

2019年3月12日（火） カレドニアン・ゴルフクラブ

決勝大会既定上位チームには、エントリー受付の開始時に別途ご案内いたします。

2018太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権｜チーム戦　決勝大会　2018年7月30日（月）開催｜太平洋クラブ 御殿場コース　

参加チーム：43チーム　天候：晴｜気温：28.8℃｜風向：東北東｜風速：3m/s

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

選手名


