
順位 チーム名 OUT IN TOTAL

1位 SOUTH-T 菊池 幸人 榎本 盛 島田 竜泰 田城 亨 29 29 58

2位 wai wai 堤 龍司 藤井 庸史 田所 純 佐々木 政一 30 28 58

3位 チーム名：何にしますぅ～？ 重南 慶彦 佐々木 賢 田中 徹 二階堂 仁也 29 29 58

4位 無印不良品 飯沼 志朗 相樂 康雄 木村 勝美 田村 眞 30 30 60

5位 Team0607 徳島 政治 笛田 敬仁 中野 徹 松尾 昌悟 30 30 60

6位 TETSUGAKKI 綾垣 一幸 和泉 直虎 石田 哲也 進藤 巧 29 31 60

7位 チームダックス 砂川 浩一 貝原 彰 末次 格 佐久間 光弘 31 30 61

8位 tanuki2 三好 泰史 山本 博士 広野 幾男 岡崎 奈巳 32 30 62

9位 練習シングル 森田 誠 千田 敦 吉田 信行 高橋 一樹 30 32 62

10位 ザッキーNO1 小島 信行 大杉 賢二 木部 剛 杉崎 武司 31 31 62

11位 カンペきみき 関口 達明 公木 崇 山岸 大輔 磯部 武秀 31 31 62

12位 いっさき 志村 和彦 田崎 徹 金田 博明 遊佐 健策 30 32 62

13位 NKJV 谷津 貴博 井坂 寛史 髙瀬 孝二 江幡 悟 30 32 62

14位 Club Scot. 五十嵐 由二 平山 一善 鈴木 輝幸 大坪 恵次 30 32 62

15位 清鈴倶楽部B 坂本 篤 清水 育男 鈴木 孝史 平野 公則 33 30 63

16位 トウカイテイオー 上村 寛 伊藤 智史 尾崎 敬太 小松 徹 32 31 63

17位 revenge ∞ 宮田 健児 宮野 京介 問可 龍一 柳瀬 剛 31 32 63

18位 Four Elements 山菅 利彦 川上 玲子 市原 澄彦 玉川 舞子 31 32 63

19位 平山田和家 和田 淳 山田 将之 平石 慎太郎 中家 有基 32 32 64

20位 UTB228 川越 寿美代 佐野 富治 深沢 伸行 大島 浩 32 32 64

21位 グリコのおまけ 手嶋 里紗 間宮 茂雄 楠 啓吾 河東 里砂 30 34 64

22位 チームハメット 河田 敦 飯田 昭典 中村 源一郎 加倉田 謙二 31 33 64

23位 Team　PGC 奥村 芳弘 井野上 正俊 和田 尚史 奥村 房枝 33 32 65

24位 ステンド５４ 松山 敏一 野崎 聖二 鈴木 正信 市川 智司 32 33 65

25位 チームまん振り！！ 種本 広美 松下 尚稔 田中 雅也 神谷 裕美 31 34 65

26位 Rei＋ 杉渕 義浩 槍澤 大樹 岩井 俊欣 松澤 慎太郎 32 33 65

27位 T.N.S.C 武知 将平 住村 圭治 柳川 哲也 山縣 宏史 32 33 65

28位 フルスゥイング倶楽部 石山 淳一 関本 信也 益吉 裕一郎 黒沢 明 32 33 65

29位 こんてつスペシャル 神田 嘉夫 伊藤 工 松岡 華 和泉田 秀人 32 33 65

30位 TEAM ATHGOL 瀧本 興紀 竹永 尚 須賀 啓介 石川 秀人 31 34 65

31位 清鈴倶楽部A 石川 和軌 和田 忠治 島田 光貴 砂永 吉亮 32 34 66

32位 zelo 石井 正明 高田 香 金岡 正 髙橋 丈留 32 34 66

33位 チーム牛タン塩 岩渕 智宏 仁部 武士 荒井 理人 岩本 隼児 32 35 67

34位 unite 景澤 由佳 高橋 真弓 石川 紀緒美 小峰 菊栄 35 33 68

35位 サンシャインNT 冨沢 比呂之 冨沢 裕子 中谷 龍世 中谷 真実 33 35 68

36位 バーディ・バーディ 関  恒一 今井 信義 山本 博章 新行内 信也 35 35 70

37位 TGC 濱田 高志 篠原 崇 宮森 たけし 瀬下 和芳 33 38 71

※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7チームが全国決勝出場権利獲得

2019年9月6日(金) ザ・ノースカントリーゴルフクラブ

全国決勝へ参加されるチームは、8月9日（金）までにエントリーフォームからお申込み下さい。

2019日本スクランブルゴルフ選手権  関東Bブロック決勝

試合結果

2019年8月1日（木） 川奈ホテルゴルフコース 富士コース

参加チーム：37チーム

天候：晴｜気温：32.0℃｜風向：南｜風速：2.0m/s

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

選手名


