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順位 チーム名 OUT IN TOTAL

1位 team.miya 安井 俊喜 砂田 篤史 鱒渕 智也 室井 光一 28 30 58

2位 チキンズ 鈴木 悟 岡部 光洋 岩間 勇二 角田 卓也 31 27 58

3位 だんでぃ Cats 田中 佐千世 山本 哲也 中山 貴行 中西 大成 30 30 60

4位 東友会 増川 隆英 依田 登 榎本 雄一 深野 雅央 30 30 60

5位 チーム　テイク・デット・エイム 高橋 誠 末永 寛文 吉川 太雅 斎藤 俊信 31 30 61

6位 ツモカズ 三葛 良平 関谷 一昭 岡本 浩司 吉田 文一 31 30 61

7位 グリーンパイレーツ 横田 勝美 鈴木 伸正 黒木 幸隆 上柳 茂 32 29 61

8位 ターゲット54 大崎 将行 横山 由香 増田 貴明 府川 令樹 29 32 61

9位 watayou 平安山 英慶 井出野 由美 金森 幸一 渡部 洋 30 32 62

10位 Woody2 根本 純一 本村 裕資 本村 治郎 松田 知樹 31 31 62

11位 FORE 猪野 裕 金子 真実 今井 賢 今井 瑞穂 32 30 62

12位 まりもっこり～ず 白井 克成 柴﨑 知之 中里 朋晶 今井 敏行 30 32 62

13位 パーリー＆ガッチャ 中山 文博 中山 良江 島袋 純也 半田 悠子 32 31 63

14位 under40 中山 道臣 島田 篤志 飯田 浩一 生浦 学 31 32 63

15位 Wicket 大沢 由始 山本 公一朗 北本 崇 構 順子 32 31 63

16位 ツルタチャーミー・デラックス 森井 健仁 中川 将 鶴岡 友和 宮越 義則 31 32 63

17位 いーぴんズ 板橋 徹 成松 洋 住吉 健 角 雅博 31 32 63

18位 Team Satsuki 早坂 俊則 吉田 哲巳 日向 弘治 村山 智輝 33 31 64

19位 Team MATS 2018 足立 裕朗 下口 誠 友松 修 佐藤 匡敏 31 33 64

20位 チームこんてつ 神田 嘉夫 和泉田 秀人 関谷 一起 村上 涼太 33 31 64

21位 駒east19 村田 耕司 稲葉 淳一 鉄尾 周一 櫻井 義朗 31 33 64

22位 Team SVC4 土田 真喜 角井 範子 角井 通直 秋山 裕介 32 33 65

23位 ＳＧーγ 栗城 伸夫 見並 尋沖 高橋 志眞子 大河内 拓未 31 34 65

24位 チーム即席 三木谷 亨 吉田 茂紀 原 貞吉 村尾 俊和 33 32 65

25位 チーム72（セブンツー）M－４ 木村 美和 宮崎 大 村田 晴義 宮崎 智子 33 32 65

26位 ジャングルジム 渡邉 真康 光田 昌美 渡辺 和宏 山中 康弘 33 32 65

27位 Team・OP 若林 栄一 小林 就一 宮沢 直樹 小林 慶 32 33 65

28位 Digital 91 淺澤 聡 貝野 哲也 町田 剛 大野 俊治 32 33 65

29位 HGS 岡田 晋 久野 太辰 小松 和憲 高木 智圭 31 34 65

30位 MCアスリートクラブ 林 英彦 㓛刀 紀夫 木崎 秀明 井出 英典 31 34 65

31位 わんわん 増田 勇樹 松本 浩太郎 松戸 美子 木原 洋一 35 31 66

32位 GS-α 冨沢 比呂之 冨沢 裕子 中谷 龍世 中谷 真実 33 33 66

33位 ベルネージュ☆ゴルフ同好会 小林 琢二 渡辺 慎一 島貫 誠 山田 武史 32 34 66

34位 よつば会 伊藤 英治 黒羽 克紀 大原 和也 大原 豊 32 34 66

35位 チームＦＵＴＡＧＡＷＡ 柴田 直秋 中野 康夫 栗原 誠 林 和廣 32 34 66

36位 ３羽カラスと白い鳩 秋葉 武雅 小林 智子 根本 淳 濱本 隆史 32 34 66

37位 DJB！YDK！ 山田 佳奈 堀切 治美 清野 大輔 秋谷 亮 34 34 68

38位 チームセレクト 横内 義之 萩野 貴司 岸村 淳一 加藤 剛史 36 34 70

39位 今田会 小西 正彦 陽田 高広 近藤 洋平 山本 悟 34 36 70

40位 さらまんだぁ ブラザーズ 足立 淳 田中 一郎 横沢 利明 真鍋 智行 37 35 72

※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

以上の16チームがチャンピオン大会『2019年3月16日(土) オールドオーチャードゴルフクラブ』へ進出

チャンピオン大会へ参加されるチームは、11月30日（金）までにエントリーフォームからお申込み下さい。

2018WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 チーム戦 Aブロック｜ブロック決勝

2018年8月11日（土祝）開催｜山田ゴルフ倶楽部　

参加チーム：40チーム

天候：曇り一時雨｜気温：29.5℃｜風向：南西｜風速：1m/s

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


