
順位 チーム名 選手名 選手名 選手名 選手名 OUT IN GROSS

1 殿と愉快な仲間たち 榎本 ちはる 市川 清 岡田 忠彦 荒居 浩一 30 27 57

2 ﾗｽ会 佐藤 栄祐 加藤 至康 中川 雅義 小原 秀天 31 29 60

3 4K~Jeune heros~ 蓮沼 健太 一宮 京介 佐藤 健勢 山口 健太 30 30 60

4 Team Nishimura 高橋 勇太 西村 賢治 渡邉 明稔 白戸 翔 31 29 60

5 All-D.bogey 坂田 裕紀 春木 大志 関口 尚希 青山 知広 29 31 60

6 team 8783 海老原 明久 鴇田 隆一 野原 智文 田上 栄二 32 29 61

7 Bﾗｯｼｭ 西本 雅人 西本 豊三 向後 清 鈴木 竜一 30 31 61

8 ﾁｰﾑよせあつめ 吉武 和樹 鈴木 勝幸 水上 俊一 渡邊 伸司 32 30 62

9 ﾋｻｼﾉﾏｽﾀｰｽﾞ 島田 雄一 馬渕 久 三浦 樹 鈴木 啓子 32 30 62

10 GMG 浅見 健太 岡本 恒介 山口 知洋 永堀 暁彦 31 31 62

11 G-style 岡部 禎 加賀 浩之 久保 師摩 藤井 和徳 29 33 62

12 奥秋塾 堀江 裕幸 奥秋 和彦 髙橋 宏明 大槻 悟 32 31 63

13 ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ 肥塚 陸 本木 督和 小池 健之 小笠原 樹 32 31 63

14 ﾁｰﾑG 清水 源太 原 卓矢 黒田 洋介 兼松 建 33 31 64

15 TEAM･K 春日 宏礼 山中 弘彦 佐藤 映 村野 俊幸 32 32 64

16 ｷﾝｸﾞ会 生嶋 貴 戸澤 貴明 西山 剛 宮守 とよ子 34 32 66

17 ちょめちょめ倶楽部 高山 明孝 落合 恵 小林 智彦 緒方 大樹 33 33 66

18 Team TMC 西村 隆夫 西村 啓吾 吉田 大助 杉山 信幸 34 33 67

19 4K 箕輪 是久 小林 龍治 高階 宏一朗 石井 佳 33 34 67

20 AIくらくら 高瀬 晋 田崎 和人 広川 雅仁 阿曽 郁雄 32 35 67

21 ｱﾄﾞﾏｰｸ 山縣 一夫 中山 覚 月岡 禎 宮川 寿男 36 32 68

22 ﾁｰﾑAG 斎藤 哲哉 丸山 清一郎 John Kawase 新井 和重 33 35 68

欠場 JOBU

大会名：チームスクランブルチャンピオンシップ 関東大会：春

開催日：２０２１年５月２５日（火）

開催コース：森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）

天候：晴れ

使用ティ：男性/白 女性/赤

競技委員⾧：佐藤史隆

順位について：スコアがタイの場合は18番からのカウントバックにより順位を確定。

賞典：上位3チームには後日チーム代表者様へ送付いたします。（送付先は登録情報をご確認ください）


