
順位 チーム名 OUT IN TOTAL

1位 今年も死ぬ気で頑張ります！ 重南 慶彦 佐々木 賢 田中 徹 二階堂 仁也 29 27 56

2位 無印良品 飯沼 志朗 相樂 康雄 木村 勝美 田村 眞 31 29 60

3位 カンペきみき 関口 達明 公木 崇 山岸 大輔 磯部 武秀 30 30 60

4位 港区町内会 山菅 利彦 川上 玲子 市原 澄彦 玉川 舞子 31 30 61

5位 Team PGC 奥村 芳弘 井野上 正俊 和田 尚史 奥村 房枝 29 32 61

6位 UTB224 佐野 富治 深澤 伸行 大島 浩 川越 寿美代 32 30 62

7位 茜後援会 松本 大助 小美濃 崇 関谷 友弘 関谷 明日香 30 32 62

8位 tanuki2 三好 泰史 山本 博士 広野 幾男 岡崎 奈巳 31 31 62

9位 トウカイテイオー 上村 寛 伊藤 智史 尾崎 敬太 毛塚 佳寿 32 30 62

10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 31 63

11位 いっさき 志村 和彦 田崎 徹 金田 博明 遊佐 健策 31 32 63

12位 Club Scot. 五十嵐 由二 平山 一善 鈴木 輝幸 大坪 恵次 32 32 64

13位 チーム まん振り!! 種本 広美 松下 尚稔 田中 雅也 神谷 裕美 35 30 65

14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

15位 DAD 2000 杉田 昌之 永富 修 鎌田 敦男 岩倉 淳 32 34 66

16位 チーム男塾 廣田 光庸 松本 真輝 永山 良範 倉持 高志 35 32 67

17位 当てたらジュース 足立 英孝 檜山 正枝 飛田野 剛 森山 雄大 35 33 68

18位 ガチンコ19 植野 憲雄 原 英佑 興梠 恒史 秋山 恭範 33 35 68

19位 エムズ 粕谷 昌宏 金田 真知 松本 雅史 坪井 かおる 35 35 70

20位 ドコ向イテルノー！ 藤井 鉄平 大塚 孝之 明上山 貴史 平井 一至 38 35 73

21位 いとこんにゃく 佐藤 征充 守田 孝志 金子 亮太 佐藤 歩 37 36 73

22位 HOSEI 1-1 久保田 康也 稲葉 好治 日下部 大介 小宮山 覚司 36 37 73

23位 マッシーズ 松本 直樹 中条 泰孝 藤原 栄一 山口 津都夢 38 38 76

※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12チームがブロック決勝出場権利獲得

2019年8月1日(木) 川奈ホテルゴルフコース 富士コース

ブロック決勝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。

2019日本スクランブルゴルフ選手権 チーム戦 関東Bブロック｜第4予選会

試合結果

2019年7月2日（火） 森林公園ゴルフ倶楽部

参加チーム：23チーム

天候：曇り｜気温：28.0℃｜風向：南南東｜風速：2m/s

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

選手名


