
順位 チーム名 OUT IN TOTAL

1位 ラスベガス 平澤 賢一 齋藤 浩継 池田 紳一郎 栄野元 等 26 29 55

2位 チーム西遊記 西川 和子 髙橋 俊光 小林 雅人 野手 将之 29 28 57

3位 吾妻は一生キャプテンだから 吾妻 辰哉 半田 直樹 八木 慎太郎 阿部 節夫 29 31 60

4位 0439 伊東 信浩 山崎 克行 平野 智久 草野 高明 32 30 62

5位 まっきーは引退 兼田 大嗣 平田 竹志 大竹 由比古 戸田 健太 30 32 62

6位 チームニューしんばし 伊藤 敬司 土田 雅央 佐々木 隆充 江口 慶 31 32 63

7位 鬼のジャンボ軍団 尾崎 由紀子 城埜 尚之 伊藤 将也 川辺 泰子 32 31 63

8位 チーム即席2 吉田 茂紀 斉藤 仙司 三上 勝彦 小西 浩之 31 32 63

9位 鈴吉Aチーム 村尾 俊和 森 三基 森 忠久 今 定則 33 31 64

10位 golf slave 太田 豊洋 太田 高揚 鈴木 克彦 金井 恵 33 31 64

11位 チーム５１４ 鈴木 一義 坂野 誠 浅沼 敏郎 池谷 卓慈 31 33 64

12位 人生100切り 青木 誠治 井手 浩樹 向川 弘之 中山 紀子 33 32 65

13位 チームノボッチ 清水 いずみ 清水 登 今野 一郎 今野 綾子 33 32 65

14位 軽井沢 高橋 信子 髙橋 康一郎 今村 明 竹内 誠 29 36 65

15位 0438 庄司 誠 義道 昌己 後藤 順一 平野 陽一郎 30 35 65

16位 Team MATT 足立 裕朗 友松 修 小山 哲也 31 35 66

17位 ミニ蝶野と愉快な仲間達 池部 亜衣 池部 遼太 池部 龍也 池部 潤一 31 35 66

18位 釣り部 岩見 聡 原 貞吉 茂木 貴紀 五十嵐 健 34 32 66

19位 BAKA  FOURS 岩元 孝次 鈴木 基司 佐谷 智雄 矢作 謙治 33 34 67

20位 Dermasters 小池 雅人 小関 邦彦 塚田 鏡寿 深川 大吾 33 35 68

21位 team.miya 出井 宏明 室井 光一 安井 俊喜 34 34 68

22位 Team PDCA 石橋 健一 石井 尚二 野木 詠司 馬場 裕一郎 32 37 69

23位 mac & rico 栗原 仁 栗原 律子 貝崎 弘志 須藤 孝 31 38 69

※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チームが決勝大会出場権利獲得

2019年9月16日(月祝) 南茂原カントリークラブ

決勝大会へ参加されるチームは、7月9日（火）までにエントリーフォームからお申込み下さい。

2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 チーム戦 第7予選会

試合結果

2019年6月23日（日） ハーモニーヒルズゴルフクラブ

参加チーム：23チーム

天候：曇り｜気温：25℃｜風向：南｜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


