
順位 チーム名 OUT IN TOTAL 順位 チーム名 OUT IN TOTAL

優勝 なかよし会？ 海野 克己 海野 綾子 逆井 英雄 鈴木 清治 31 28 59 21位 Team・OP 若林 栄一 小林 就一 宮沢 直樹 小林 慶 34 33 67

2位 薄皮1枚 小関 晃佑 杉村 峻 山﨑 雄介 小林 浩輔 30 31 61 22位 チーム西遊記 西川 和子 髙橋 俊光 小林 雅人 野手 将之 35 32 67

3位 スキー終わりました？ 斉藤 彰俊 田沼 茂 一柳 雅幸 一柳 亜矢子 32 30 62 23位 東関東ＢＩＧ4？！ 有川 芳朗 松井 豊雄 濱 賢治 間取 千尋 34 33 67

4位 チーム　桜 桜井 浩司 金崎 廣人 北沢 聡之 神林 昌夫 31 31 62 24位 Ｂチーム 小原 孝徳 杉本 博 大内 博義 萩原 哲也 34 33 67

5位 FORGED 手嶋 里紗 宝地戸 展幸 原 仁 手嶋 由美 31 32 63 25位 0439 伊東 信浩 山崎 克行 庄司 誠 草野 高明 33 34 67

6位 YSGG 鈴木 伸正 村本 幸明 後藤 将一 後藤 信宏 34 29 63 26位 KKK 加藤 修 小林 誠 那須 幸彦 佐々木 勇二 34 33 67

7位 snowpapamama 多治見 正広 多治見 美奈子 馬場 信寿 金井 淳一 31 32 63 27位 美男美女 芦田 守 片岡 重勝 福山 直子 藤田 小百合 34 34 68

8位 FP4 渡邉 明稔 白戸 翔 柿本 章宏 松本 龍一 32 31 63 28位 まりもっこりーず 白井 克成 柴﨑 知之 中里 朋晶 今井 敏行 31 37 68

9位 SigN 後藤 祥子 澁谷 功 永野 誠 石田 陽子 30 33 63 29位 球武士 濱西 善一 藤原 慶太 白糠 竜也 千田 勝幸 36 33 69

10位 WOC 新井 康洋 岩満 美郎 須鎌 隆志 滝沢 真澄 32 32 64 30位 チームMG！ 石井 明 橋本 周治 木村 英 松樹 青太 36 33 69

11位 HHYH 平安山 英慶 渡部 洋 井出野 由美 池田 広三 31 33 64 31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 36 33 69

12位 クルリンはダメよダメダメ 森田 誠 蜂谷 進午 吉田 信行 高橋 一樹 34 31 65 32位 ベルネージュ　ゴルフ部 渡邉 慎一 山田 武史 島貫 誠 小林 琢二 35 35 70

13位 Might Golf Club 菅野 正明 小松 稔 今井 英明 釜崎 智久 33 32 65 33位 DJB！YDK！ 山田 佳奈 秋谷 亮 清野 大輔 堀切 治美 35 35 70

14位 ラスベガス 平澤 賢一 池田 紳一郎 千葉 敬介 栄野元 等 34 31 65 DNS TEAM仲喜会 植吉 泰光 菰田 勇介 手賀 正英 山田 英三郎 ー ー ー

15位 絶対王者復活 中村 晃士 富田 雄一 富田 亮 岩田 善信 32 33 65 DNS チーム　モシャモシャ 飯室 浩子 田中 尚子 笹原 雅樹 平山 英雄 ー ー ー

16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 33 33 66 DNS Golf Slave 太田 豊洋 太田 高揚 金井 恵 鈴木 克彦 ー ー ー

17位 がんばれ！！亀仙流！！ 岩瀨 健太 提坂 寿人 二瓶 栄次 小野瀬 宏和 34 32 66 DNS チームGB 福岡 大城 蔦谷 洋輔 高橋 毅 松原 勇三 ー ー ー

18位 リンディー 冨永 政雄 林 順之亮 鈴木 沙季 東原 侑香 33 33 66

19位 チーム即席2 吉田 茂紀 小西 浩之 斉藤 仙司 三上 勝彦 35 32 67

20位 LM YMD 塩田 哲也 鹿島 寛 大内 喜久 大矢 昭仁 35 32 67

※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

2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権  決勝大会

試合結果

2019年9月16日（月祝） 南茂原カントリークラブ

参加チーム：33チーム

天候：雨｜気温：23.5℃｜風向：南南西｜風速：1m/s

男子： 白ティ（Par72）｜シニア：ゴールドティ（Par72）｜女子：赤ティ（Par72）

選手名 選手名


