
順位 チーム名 OUT IN TOTAL

1位 R.M.C.830 嶺井 和彦 大坪 純一 山形 尚紀 平山 雄一 31 28 59
2位 TEAM HOT 広瀬 一哉 藤田 正義 山中 将次 枝川 佐千雄 30 29 59
3位 レディーボーイ 鈴木 美穂 熊野 浩介 粟田 真規 亀山 強 30 29 59
4位 オヤジーズ 石井 肇 守 圭司 白石 順一 工藤 洋史 30 30 60
5位 イーストの愉快な仲間たち 菅沼 義隆 安藤 博之 荒川 芳 荒井 春菜 32 30 62
6位 HGS 岡田 晋 久野 太辰 小松 和憲 平林 淑民 31 32 63
7位 YOYOスターズ 中西 義男 吉沢 勇次 小澤 英雄 堀口 淳史 33 30 63
8位 高川大喜 北條 大輔 高橋 圭一 中川 利浩 井上 裕喜 32 31 63
9位 ブカレストパイセン 赤塚 郁夫 佐々木 和江 中島 賢治 掛札 英樹 33 31 64
10位 スナイパーズ 石井 幸子 本多 伸吾 海老根 道典 矢代 正春 31 33 64
11位 イップスの会　Aチーム 溝井 献也 渡邊 盛市 伊沢 恭介 原田 貴文 31 33 64

12位 Team Prient 徳島 政治 笛田 敬仁 福井 満治 村松 孝行 32 32 64
13位 上田毛 齋藤 純晴 新井 哲 三田 正史 木村 淑子 32 32 64
14位 目指せ我ら16アンダー！！ 小林 勇一 米田 富行 中野 哲 中島 徹 32 32 64
15位 楽打会 三原 典明 長谷川 博之 塚原 毅 齋藤 仁 32 33 65
16位 チーム裏研ネクスト 吉井 邦博 土井 修 関谷 幸三 徐 萬哲 33 32 65
17位 Team.Ohkubo 呂 正仁 大久保 敏和 髙岸 勲 和栗 範幸 33 32 65
18位 ラスベガス会 坂元 享司 椎名 英司 三上 宏志 千田 好二 33 32 65
19位 MGGS 庄司 貴義 寺島 治 宮澤 裕 鈴木 隆之 31 34 65
20位 ゴロゴロだんでぃ～ず 菊田 純一 平田 昌治 原田 慶一 石灘 友和 32 34 66
21位 セゴビアンズ 宇津木 仁 小柳 式夫 永田 邦春 梯 輝大 35 31 66
22位 GOLF REMIX 藤田 典紀 服部 純也 川邉 誠司 久保田 正樹 32 34 66
23位 チームエンジェル 林 俊男 酒井 洋一 花岡 康登 秋山 幸広 33 33 66
24位 ゴルフバカ　Aチーム 石井 正明 高田 香 澤口 憲勝 金岡 正 34 33 67
25位 tonight 石川 誠 大村 正和 禰占 勇 手嶋 久法 34 33 67
26位 オークインワン 金子 愛子 金子 貴司 中原 達也 松本 亜美 35 33 68
27位 ゆとりの空間 谷 大輔 磯 健一 小室 喜和子 島崎 忠雄 35 33 68
28位 なかレンジャー 井上 康太郎 中村 行宏 松尾 利彦 樋口 恭子 34 35 69
29位 ナデシコ4 早乙女 かおる 平 都 佐藤 健司 工藤 桂子 35 35 70

※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11チームがチャンピオン大会出場権利獲得

2019年3月26日(火) 石岡ゴルフ倶楽部

チャンピオン大会へ参加されるチームは、12月20日（木）までにエントリーフォームからお申込み下さい。

2018チーム対抗スクランブルゴルフ選手権  関東Bブロック｜ブロック決勝

2018年12月4日（火）開催｜平川カントリークラブ

参加チーム：29チーム

天候：曇り｜気温：20℃｜風向：北西｜風速：0.7m/s

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

選手名


