
順位 チーム名 選手名 選手名 選手名 選手名 OUT IN GROSS

1 明日どうしよっか? 鈴木 智子 中山 光代 栗原悦子 松山香織 28 31 59

2 ひでかずとその仲間達 林 完渡 福岡 秀和 加藤 紀子 加藤 敏治 31 30 61

3 チームOGK1 岡野 公則 内藤浩二 深井博之 四坂拓也 33 31 64

4 油断しちゃいかん! 中水 滋己 宮嶋哲也 近藤昌之 前田武憲 31 33 64

5 チームとしご 落合 隆司 若杉光和 中村一浩 上山芳毅 34 31 65

6 TEAM54 河村 洋平 村瀬貴亮 石黒裕規 伊藤等 34 31 65

7 52セレクト 日沖 貴宣 平井 豊 北井 誠人 松岡 文彦 36 31 67

8 MATSUKOU 松本 隆夫 松本貴子 釘谷健司 近藤俊弘 33 34 67

9 月紅ﾉ旅人達 今尾 幸介 林敬昌 横山金也 梅本一美 34 33 67

10 サカダンゴルフ部 網岡 克維 江尻義泉 佐藤 強 南澤誠 31 36 67

11 ゼオンゾイシア 田井中 修 鈴木 悟 鈴木 隆司 礒谷 誠一 32 36 68

12 ウルス 増田 康之 大石貴士 松永敏 田崎光輝 34 34 68

13 チームℤ 生崎 浩 木場 崇恒 下山 暢子 木場 千尋 32 36 68

14 Four Tops 掛野 寛喜 品田 和美 高城 栄致 寺田 清隆 34 35 69

15 まぁ~るチョビ 相川 辰良 西 祐二 山本 聡 荒川 清周 34 35 69

16 和気あいあい 藤田 学 道上 義隆 船坂 立美 荒井 孝行 35 35 70

17 BLACK MATCH 加藤 謙 山本 真也 松村 卓 小出 博徳 34 37 71

18 ゴールデンボンバー 高木 宏教 荒賀 剛志 柘植 章仁 永井 雅大 34 38 72

19 ブエナビスタ 藤井 大志 小椋 義隆 柳 文人 南原 正雄 36 36 72

20 チームCLH 高野 靖朗 清水 博和 山田 伸彦 神谷 和政 34 38 72

21 新日本浜松 角田 大輔 豊田国大 藤下亮 ー 35 39 74

22 ストリーマーズ 福川 大輔 玉木亮介 重嶋浩 佐野達郎 37 38 75

23 全員テニス派 奥村 周平 竹下柊作 渡邉尚己 丹羽和宏 40 38 78

欠場 TiTi 板倉 一真 芳岡哲親 岩脇真輔 中西隆博

欠場 チーム１９９７ 小栗 靖史 小川 康一郎 河村 直昭 外山 慎一郎

欠場 C4 Z team 秋山 文美 依田 和美 秋山 みなみ 加藤 友輔

欠場 チングルベルズ 森本 潤一 園部和宏 澤田健治 久保雅一

欠場 チームGIFU C.C. 安田 欣史 山口 陽治郎 丹羽 崇泰 福井 敏志

欠場 C4 A team 秋山 勝彦 櫛田 隆志 山崎 卓 畑 伸二郎

大会名：チームスクランブルチャンピオンシップ 【中部大会：夏】

開催日：2021年8月18日（水）

開催コース：小原カントリークラブ（愛知県）

天候：雨

使用ティ：男性/青 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）


