
順位 チーム名 OUT IN TOTAL

優勝 一剛亮基 華山 龍成 廣田 剛士 須山 亮 毛 基地 27 27 54

2位 TEAM HOT 広瀬 一哉 藤田 正義 山中 将次 枝川 佐千雄 30 26 56

3位 茜後援会 松本 大助 小美濃 崇 関谷 友弘 関谷 明日香 28 28 56

4位 チーム　100K 塩谷 英俊 藤田 伸 植村 百敬 山内 貴司 29 27 56

5位 オヤジーズ 石井 肇 守 圭司 蒲地 誠 工藤 洋史 29 27 56

6位 YOYOスターズ 中西 義男 吉沢 勇次 小澤 英雄 堀口 淳史 29 28 57

7位 北桑会 井口 真美 井口 和司 尾崎 友紀 四辻 吾郎 29 28 57

8位 イップスの会　Aチーム 溝井 献也 渡邊 さくら 鈴木 直哉 原田 貴文 29 28 57

9位 スナイパーズ 石井 幸子 本多 伸吾 海老根 道典 矢代 正春 28 30 58

10位 レディーボーイ 鈴木 美穂 熊野 浩介 粟田 真規 亀山 強 30 28 58

11位 無印良品 村上 美佳 木村 勝美 田村 真 竹澤 誠 29 29 58

12位 エアヘイ 松岡 幸大 田中 翔 屏 侑我 櫨山 慧 30 29 59

13位 上田毛 齋藤 純晴 新井 哲 三田 正史 木村 淑子 30 29 59

14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 30 29 59

15位 チワポメLovers 田中 陽介 重南 慶彦 高橋 祐樹 今井 知恵美 30 29 59

16位 カスユーモ 福崎 俊 宮長 和生 福田 勇次 梶川 素嗣 29 30 59

17位 よいしょっと 小田 裕司 嶋田 雄二 西藤 修 曲谷 穣 30 29 59

18位 R.M.C.830 嶺井 和彦 大坪 純一 山形 尚紀 平山 雄一 29 30 59

19位 TEAM あきんど 佐藤 茂樹 加藤 正治 高原 かなこ 高原 鞠果 30 29 59

20位 チーム研酒会 赤田 洋一 丸橋 孝夫 松本 正信 湯 振徳 31 29 60

21位 ダックフック５４ 西村 卓 渡辺 哲也 佐々木 宣雄 30 30 60

22位 TOD'S・・・Bチーム 白石 潤 白石 亜弥 真柄 肇 山口 豊彦 31 30 61

23位 COM'S 緑川 剛 田中 智治 塩田 雄司 池田 良二 32 29 61

24位 HGS 平林 淑民 久野 太辰 小松 和憲 高木 智佳 31 30 61

25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 32 29 61

26位 高川大喜 北條 大輔 高橋 圭一 中川 利浩 井上 裕喜 29 32 61

27位 REN 石川 清和 薄井 幸彦 小川 晃一 藤枝 伸行 31 30 61

28位 SF3456 石濱 彰一 石田 勝也 池谷 幸雄 碇 洋司 33 29 62

29位 Sweets男子4人組 畑 茂貴 新田 博 山口 哲生 林 達哉 33 29 62

30位 TEAM ATHGOL 瀧本 興紀 田口 政光 須賀 啓介 石川 秀人 31 32 63

31位 楽打会 三原 典明 齋藤 仁 塚原 毅 長谷川 博之 33 31 64

32位 TEAM YOU 浅田 充宏 佐藤 幸治 佐藤 尚也 行實 隆 33 31 64

33位 Team Prient 徳島 政治 福井 満治 村松 孝行 笛田 敬仁 31 33 64

34位 B.B.F 松木 良太 張ヶ谷 忠 熊山 猛 熊山 登 31 34 65

35位 チームマンボー 草柳 茂雄 橋下 俊明 鈴木 弘道 岡島 秀文 32 33 65

※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

2018チーム対抗スクランブルゴルフ選手権  チャンピオン大会

2019年3月26日（火）開催｜石岡ゴルフ倶楽部

参加チーム：35チーム

天候：曇り｜気温：13℃｜風向：北東｜風速：4m/s

男子： ホワイトティ（Par72）｜シニア：グリーンティ（Par72）｜女子：レッドティ（Par72）


