
カネキカップ２０１６大玉ＣＣ予選
日2016 年 7月 12 (火)

大玉カントリークラブ 2016.07.13 (水) 10:14:25 P-1

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

＊＊＊＊ ＊＊
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

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  

68.620.4894247優  勝 鈴木 源雄
69.012.0813744準優勝 国分 栄次
69.216.88643433位 本田 博
69.415.68544414位 呑田 淳
69.415.68542435位 金澤 貴之

70.216.88742456位 斎藤 安夫
70.216.88744437位 鈴木 健一
70.415.68637498位 遠藤 終光
70.49.68042389位 鴫原 敏夫
70.68.479413810位 三觜 敬

70.68.479413811位 鈴木 英光
71.012.083414212位 藤田 久男
71.06.077383913位 原 通雄
71.222.894474714位 齋藤 良平
71.68.480374315位 大戸 浩

71.813.285454016位 八巻 勝男
71.87.279403917位 橋本 正治
71.87.279394018位 猪俣 與信
72.06.078403819位 茂木 明彦
72.24.877374020位 吉田 勝男

72.210.883443921位 佐久間 和夫
72.216.889464322位 鬼澤 義行
72.415.688454323位 鈴木 二三男
72.421.694464824位 菅野 俊彦
72.415.688444425位 齋藤 史郎

72.421.694474726位 白岩 峯司
72.68.481394227位 尾形 健治
72.620.493444928位 佐藤 清一
72.6-3.669353429位 渡辺 正則
72.68.481404130位 坪井 達男

72.620.493474631位 橋本 守男
72.68.481384332位 杉本 渡
72.813.286414533位 宮島 敏廣
72.87.280394134位 渡邉 茂
72.813.286434335位 新田 和男

72.819.292494336位 三浦 和栄
72.819.292444837位 神 聡
73.012.085434238位 坪井 和博
73.018.091464539位 三瓶 英司
73.024.097514640位 丹野 啓介

73.216.890464441位 右田 耕造
73.24.878433542位 斉藤 英雄
73.24.878413743位 和髙 正久
73.49.683434044位 山元 隆雄
73.49.683414245位 小沼 康男

73.421.695494646位 村上 晴記
73.614.488434547位 阿部 孝一
73.620.494464848位 桜井 良二
73.620.494504449位 小山 栄弥
73.68.482424050位 矢沢 利次

73.68.482424051位 遠藤 吉洋
73.626.4100475352位 田村 直也
73.813.287424553位 大内 文夫
73.825.299504954位 安田 一典
73.819.293504355位 松坂 敬治

73.825.299524756位 冨岡 聖
74.06.080384257位 吉原 隆
74.012.086464058位 三宅 清一
74.018.092454759位 永井 富公男
74.012.086464060位 渡辺 淳

74.06.080384261位 髙橋 惣美
74.06.080413962位 渡辺 辰二
74.012.086434363位 荒木 隆光
74.24.879364364位 小板橋 大樹
74.216.891454665位 酒井 豪

74.210.885414466位 鈴木 正人
74.216.891415067位 後藤 隆一
74.216.891434868位 坪井 順一
74.49.684414369位 鈴木 大
74.620.495494670位 大野 智治

74.614.489464371位 鈴木 正吉
74.620.495455072位 難波 紀夫
74.614.489464373位 武石 俊幸
74.620.495504574位 野間 純弥
74.87.282394375位 大波 久好

74.825.2100524876位 吉田 京子
74.819.294464877位 寺西 正治
74.825.2100564478位 佐々木 強
74.813.288464279位 馬場 文也
75.018.093464780位 石田 弘
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隠しﾎｰﾙ: ＊＊＊＊＊＊
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
＊＊＊＊＊＊
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

＊＊＊＊ ＊＊
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

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  

75.24.880433781位 佐久間 昇
75.216.892494382位 橋本 吉男
75.210.886404683位 小川 勝利
75.433.6109505984位 鈴木 久治
75.427.6103515285位 渡辺 富士男

75.415.691415086位 新田 盛富
75.62.478364287位 鈴木 久宣
75.614.490444688位 宗像 泰司
75.614.490454589位 小椋 清一
75.626.4102515190位 酒井 文子

75.68.484444091位 森山 芳次
75.68.484374792位 佐々木 敏
75.819.295455093位 横田 米夫
75.813.289464394位 髙野 慎一
75.825.2101534895位 橋本 浩一

75.819.295484796位 斎藤 俊介
76.06.082404297位 三輪 孝三
76.012.088454398位 中村 和靖
76.012.088434599位 萩屋 雅樹
76.012.0883850100位 武内 拓

76.216.8934944101位 立花 英二
76.216.8934647102位 管野 進
76.216.8934647103位 坂内 恒夫
76.427.61045153104位 渡邉 静子
76.49.6864442105位 保志 直孝

76.614.4914546106位 村田 栄作
76.620.4975047107位 氏家 俊勝
76.68.4854144108位 渡辺 守康
76.620.4974156109位 武内 功
76.632.41095752110位 先崎 陽将

76.620.4975047111位 小池 健貴
76.819.2964848112位 橋本 信郎
76.87.2844143113位 国分 一英
76.813.2904743114位 今泉 守
76.813.2904545115位 太田 浩

77.012.0894544116位 菊田 政雄
77.018.0954748117位 橋本 隆夫
77.018.0954748118位 冨田 一吉
77.024.01015150119位 高橋 勝江
77.012.0894346120位 半澤 幹夫

77.06.0834241121位 坪井 和智
77.216.8944747122位 大野 孝男
77.222.81005446123位 富谷 洋志
77.216.8944945124位 古溝 雄司
77.415.6934647125位 渡邉 博

77.415.6934647126位 齋藤 髙雄
77.68.4864145127位 阿美 眞文
77.68.4864046128位 乙訓 豊詞
77.626.41045054129位 菊地 英子
77.87.2854045130位 佐藤 正己

77.819.2974453131位 上原 昌明
78.018.0965046132位 塩田 幸男
78.222.81015348133位 千代 信好
78.210.8894346134位 高橋 陸雄
78.49.6884543135位 成田 兼二

78.49.6884543136位 浅沼 順子
78.632.41115655137位 宮川 和雄
78.632.41115457138位 成田 トシ子
78.620.4994950139位 渡辺 みえ子
78.68.4874839140位 大槻 康夫

78.68.4874245141位 吉田 芳
78.68.4874344142位 小針 弘
78.632.41115556143位 清野 真弓
78.819.2984355144位 小松 正隆
78.819.2984454145位 山口 秀男

78.813.2924943146位 佐藤 満男
78.825.21045252147位 渡部 勉
79.06.0853946148位 箭内 一美
79.018.0974552149位 箭内 清子
79.06.0854441150位 神 貞代

79.018.0975047151位 鈴木 淳司
79.222.81025349152位 吉原 ゆり子
79.234.81145361153位 半沢 悦子
79.427.61075552154位 谷沢 敏男
79.421.61014853155位 物江 俊明

79.614.4944252156位 八巻 賢治
79.819.2995742157位 伊東 幸祐
80.018.0985246158位 渡辺 顕彦
80.210.8914546159位 多田 耕一
80.49.6904644160位 小林 幸子



カネキカップ２０１６大玉ＣＣ予選
日2016 年 7月 12 (火)

大玉カントリークラブ 2016.07.13 (水) 10:14:25 P-3

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

＊＊＊＊ ＊＊
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

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  

80.620.41015051161位 柳田 忠一
80.813.2945143162位 矢﨑 勝之
81.228.81105654163位 朴木 忍
82.030.01125359164位 渡邉 貞好
82.234.81176057165位 鈴木 聡子

82.831.21145757166位 吉原 隆介
83.024.01075453167位 玉木 仁彦
83.68.4924646168位 関根 通隆
85.831.21176255169位 村田 和彦
91.036.01276166170位 瀧尻 和久

92.036.01286860171位 吉田 弘幸
101.036.01376077172位 佐藤 顕慈


