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競技方法 :

打数制限 :
HDCP上 男:
HDCP下 男:

新ペリア
PAR×2

36.0
-14.4

女:
女:

36.0
-14.4

順 位 競技者名 東  中  西  GROSS HDCP NET 順 位 競技者名 東  中  西  GROSS HDCP NET

西  

東  中  

68.018.0864343優  勝 橋本 吉男
68.415.6844539準優勝 高橋 正直
68.68.47738393位 今野 昭男
69.68.47837414位 草野 善幸
69.62.47237355位 鈴木 修

69.87.27739386位 和知 孝佳
70.210.88139427位 斉藤 英雄
70.222.89350438位 佐藤 有
70.216.88744439位 三瓶 英司
70.49.680364410位 鴫原 敏夫

70.43.674344011位 稲村 敏明
70.6-3.667323512位 吉田 勝男
70.68.479354413位 三瓶 善市
71.012.083424114位 鈴木 正吉
71.012.083394415位 渡辺 健

71.210.882443816位 大久 茂幸
71.210.882424017位 岡部 鉄男
71.415.687404718位 菊田 政雄
71.4-2.469353419位 加藤 功
71.49.681384320位 吉田 芳

71.421.693494421位 武藤 清
71.68.480404022位 伊藤 節夫
71.626.498485023位 橋本 富夫
71.614.486444224位 多田 耕一
71.620.492444825位 井上 隆

71.813.285404526位 官野 一夫
72.012.084444027位 阿美 眞文
72.018.090454528位 遊佐 善蔵
72.012.084394529位 武田 栄造
72.012.084424230位 下山田 覚

72.012.084404431位 鴫原 長正
72.012.084434132位 西村 輝彦
72.210.883424133位 大塩 要
72.210.883443934位 三宅 清一
72.4-2.470343635位 佐久間 和夫

72.49.682414136位 中村 和靖
72.415.688434537位 半沢 幹夫
72.427.6100514938位 有賀 堅太郎
72.68.481433839位 三輪 孝三

72.68.481414040位 佐久間 昇

72.68.481394241位 溝井 賢一郎
72.614.487414642位 大波 久好
72.614.487394843位 菅野 啓一
72.68.481384344位 佐藤 誠司
72.620.493464745位 遠藤 吉洋

72.620.493464746位 八百板 隆博
72.87.280404047位 尾形 健治
72.825.298475148位 山崎 次郎
72.813.286444249位 齋藤 史郎
73.06.079394050位 杉山 郁男

73.018.091424951位 鈴木 三九
73.012.085384752位 萩屋 雅樹
73.012.085394653位 佐藤 昭栄
73.030.0103554854位 渡部 勉
73.018.091464555位 根本 大輔

73.210.884414356位 村松 正一
73.210.884404457位 丸山 邦英
73.222.896465058位 渡辺 豊
73.210.884453959位 鈴木 隆
73.421.695494660位 狗飼 俊博

73.49.683424161位 菅野 彦
73.421.695484762位 中山 徹
73.415.689424763位 橘内 豊
73.620.494464864位 杉本 正充
73.62.476393765位 猪俣 與信

73.68.482443866位 渡辺 守康
73.68.482424067位 佐藤 貴央
73.813.287434468位 大内 文夫
73.87.281394269位 佐藤 正巳
73.819.293484570位 橋本 隆夫

73.813.287474071位 溝井 勝紀
73.819.293464772位 斎藤 俊介
74.024.098514773位 遠藤 一長
74.012.086394774位 新田 和男
74.018.092494375位 小島 良太

74.024.098534576位 宇野 公康
74.012.086424477位 物江 俊明
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競技方法 :

打数制限 :
HDCP上 男:
HDCP下 男:

新ペリア
PAR×2

36.0
-14.4
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順 位 競技者名 東  中  西  GROSS HDCP NET 順 位 競技者名 東  中  西  GROSS HDCP NET

西  

東  中  

74.012.086414578位 本田 心平
74.210.885454079位 阿部 伊佐美
74.210.885434280位 湯田 信夫

74.210.885454081位 栁田 弥寿雄
74.24.879403982位 菅野 正昭
74.210.885454083位 橋本 信郎
74.24.879413884位 佐藤 満則
74.222.897465185位 野内 洋子

74.222.897465186位 山口 秀男
74.24.879394087位 小針 弘
74.216.891464588位 鈴木 二三男
74.216.891454689位 志賀 良彦
74.216.891454690位 安藤 学

74.228.8103525191位 関口 梢
74.421.696474992位 小松 正隆
74.415.690424893位 樽川 康雄
74.49.684424294位 三觜 敬
74.415.690414995位 福冨 義男

74.49.684424296位 横山 美佐江
74.421.696455197位 藤田 裕二
74.68.483414298位 宮島 敏廣
74.614.489454499位 津守 千恵子
74.62.4774037100位 髙橋 惣美

74.614.4894544101位 齋藤 髙雄
74.68.4834142102位 鈴木 誠
74.620.4954649103位 矢吹 実
74.620.4954748104位 根本 俊一
74.813.2884048105位 半澤 勝美

74.813.2884147106位 松尾 幸一
74.819.2944450107位 渡邉 隆弘
74.813.2884345108位 小山 栄弥
74.813.2884444109位 野間 純弥
74.87.2823943110位 緑川 英芳

74.825.21005149111位 長谷部 剛
75.012.0874146112位 八巻 勝男
75.036.01115754113位 寺西 真理子
75.24.8803743114位 鈴木 英光
75.49.6854045115位 安部 悦子

75.415.6914942116位 遠藤 新一
75.43.6793841117位 谷口 幸一
75.415.6914744118位 藤沼 岳仁
75.415.6914546119位 渡邊 祐輝
75.614.4904347120位 大河内 和男

75.614.4904644121位 高橋 勝江
75.68.4844143122位 矢沢 利次
75.614.4904545123位 飛澤 徳幸
75.819.2954649124位 五十嵐 公成
75.813.2894643125位 佐藤 智

75.819.2954847126位 本多 正広
75.813.2894544127位 谷口 京子
75.819.2954748128位 王 会玲
76.018.0944648129位 和知 しづ子
76.222.8995049130位 青田 敏弘

76.49.6864046131位 箭内 一美
76.43.6803941132位 関根 一夫
76.421.6984850133位 吉田 京子
76.427.61045351134位 渡辺 隆
76.421.6985147135位 橋本 守男

76.421.6984751136位 矢島 寛章
76.415.6924844137位 大橋 宏
76.415.6924943138位 星 利明
76.68.4854045139位 八巻 賢治
76.68.4853946140位 籏野 寛光

76.68.4854144141位 石川 忠男
76.620.4974948142位 半沢 悦子
76.819.2964848143位 会田 篤
76.87.2843747144位 大野 智治
76.825.21024953145位 官野 せい子

77.024.01014457146位 立花 英二
77.018.0955045147位 渡辺 富士男
77.216.8945143148位 鬼澤 義行
77.222.81004852149位 寺西 正治
77.228.81065056150位 瀧尻 和久

77.216.8944450151位 紺野 滝人
77.222.81005149152位 三瓶 武美
77.210.8884444153位 関口 哲郎
77.216.8944549154位 須藤 晃弘



カネキカップ２０１７大玉ＣＣ予選
日2017 年 7月 11 (火)

大玉カントリークラブ 2017.07.17 (月) 13:54:45 P-3

隠しﾎｰﾙ: ＊＊＊＊ ＊＊
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
＊ ＊ ＊＊＊＊
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

＊＊ ＊＊＊＊
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
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新ペリア
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西  

東  中  

77.210.8884345155位 矢吹 将士

77.421.6994851156位 木村 芳夫
77.421.6994653157位 斎藤 久男
77.421.6994455158位 伊東 秀雄
77.421.6994851159位 小野 伸夫
77.49.6874443160位 茂木 勝重

77.626.41045450161位 筧 一夫
77.614.4924745162位 浅井 良樹
77.819.2974948163位 渡辺 博
77.825.21036142164位 吉川 由起
78.210.8894346165位 増子 安弥

78.222.81015546166位 後藤 芳一
78.228.81075453167位 牧野 節子
78.427.61065452168位 氏家 俊勝
78.421.61004951169位 小池 健貴
78.68.4874641170位 佐久間 清

78.620.4995247171位 冨田 一吉
78.632.41115457172位 佐藤 昌己
78.620.4994752173位 上石 信一
78.825.21045153174位 後藤 勝幸
79.222.81025151175位 武田 富夫

79.216.8964749176位 武田 孝一
79.222.81025250177位 安田 一典
79.228.81085355178位 菅野 正幸
79.222.81025448179位 進藤 竜也
79.43.6834043180位 丹治 重行

79.49.6894445181位 小山 光一
79.415.6954847182位 橋本 敏
79.626.41065353183位 白岩 峯司
80.030.01105159184位 阿美 美智子
80.222.81035251185位 作田 圭子

80.216.8974651186位 櫻井 良二
80.222.81035053187位 福冨 本子
80.421.61025052188位 佐藤 克彦
80.415.6964848189位 阿部 勝利
80.614.4954649190位 沼澤 幸雄

81.036.01176255191位 菊地 隆一郎
81.216.8985444192位 国島 武

81.216.8984652193位 小林 和敏
81.421.61035647194位 渡辺 祐也
81.626.41085058195位 菊地 英子

81.626.41084959196位 芳賀 浩一
82.831.21145856197位 高橋 佐代子
83.228.81125557198位 大内 和広
83.222.81065749199位 小島 拡
83.421.61055847200位 会田 雄樹

83.632.41165759201位 小林 光幸
83.813.2974552202位 長谷川 幸雄
84.036.01206555203位 鈴木 美智子
88.036.01246262204位 宗方 靖
91.036.01276265205位 國分 賢也


