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隠しﾎｰﾙ: ＊＊＊＊ ＊＊
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
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競技方法 :

打数制限 :
HDCP上 男:
HDCP下 男:

新ペリア
制限なし
999.9
-14.4

女:
女:

999.9
-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  

68.825.2945143優  勝 松本 竜児
69.68.4783741準優勝 鈴木 功
69.68.47841373位 橋本 純一
69.813.28340434位 鈴木 大
70.49.68037435位 長谷部 博文
71.06.07738396位 椎根 康将
71.222.89447477位 鈴木 義和
71.49.68140418位 木村 竜一
71.626.49851479位 成田 陽一
71.819.291484310位 山田 育子

72.06.078364211位 原 通雄
72.210.883424112位 本間 秀範
72.210.883414213位 物江 俊明
72.216.889434614位 宗形 正則
72.222.895474815位 渡部 正
72.228.8101584316位 椎根 啓記
72.240.8113605317位 佐々木 翔
72.49.682414118位 木村 武義
72.49.682394319位 新妻 学
72.415.688454320位 鈴木 康之

72.421.694474721位 石井 文夫
72.62.475363922位 稲村 敏明
72.813.286454123位 官野 一夫
72.819.292484424位 冨澤 仁
73.06.079403925位 吉田 勝男
73.06.079413826位 渡辺 宏幸
73.06.079403927位 今村 一路
73.012.085414428位 菊地 祐司
73.018.091494229位 影山 大
73.024.097534430位 佐藤 豊

73.24.878413731位 中澤 裕之
73.222.896484832位 柏 保広
73.222.896455133位 松本 健
73.43.677383934位 神 貞代
73.427.6101534835位 原 靖
73.439.6113516236位 作見 公夫
73.614.488444437位 岩本 泰征
73.614.488404838位 大森 政樹
73.614.488444439位 陣野 恵介
73.620.494524240位 大内 孝次

73.620.494484641位 佐藤 喜幸
73.632.4106545242位 狩野 敬
73.81.275373843位 北條 伸明

73.87.281414044位 野崎 淳
73.87.281404145位 増子 英樹
73.813.287424546位 菊池 久
73.813.287483947位 齊藤 浩征
73.819.293484548位 大河原 明美
73.837.2111545749位 竹原 敏治
74.06.080394150位 佐藤 健

74.018.092454751位 竹内 幸一
74.024.098544452位 中島 孝之
74.024.098465253位 渡辺 昇
74.030.0104535154位 横山 広喜
74.210.885454055位 清水 道晃
74.216.891464556位 木村 フミ子
74.228.8103564757位 佐藤 淳一
74.49.684424258位 成田 啓二
74.49.684434159位 齋藤 史郎
74.49.684424260位 八代 太

74.49.684424261位 草野 喜信
74.415.690454562位 半谷 博
74.415.690444663位 遠藤 良明
74.421.696554164位 作取 透磨
74.614.489444565位 伊藤 雅彦
74.620.495455066位 山田 直美
74.620.495474867位 高橋 健次
74.626.4101584368位 関根 優
74.87.282394369位 亀岡 芳明
74.87.282404270位 橋本 一将

75.012.087434471位 河野 亨
75.012.087493872位 渡部 孝司
75.018.093435073位 宍戸 忠幸
75.24.880423874位 川又 栄三
75.24.880374375位 森 宏幸
75.24.880404076位 玉木 幹人
75.210.886414577位 斎藤 孝幸
75.210.886444278位 坪井 順一
75.216.892474579位 渡辺 秀行
75.222.898465280位 大山 衞

75.222.898475181位 池上 由紀夫
75.228.8104475782位 植田 道彦
75.240.8116526483位 管沢 春香
75.252.8128646484位 岩崎 裕樹
75.43.679394085位 藤田 満
75.43.679394086位 稲川 浩美
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競技方法 :

打数制限 :
HDCP上 男:
HDCP下 男:

新ペリア
制限なし
999.9
-14.4

女:
女:

999.9
-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  

75.421.697425587位 大谷 浩
75.421.697484988位 川又 聡
75.427.6103525189位 橋本 良一
75.427.6103554890位 樋口 良二

75.433.6109525791位 櫛田 仁志
75.68.484394592位 藤田 裕二
75.614.490444693位 佐川 安一
75.614.490454594位 髙田 宏之
75.614.490444695位 谷口 京子
75.614.490474396位 荒川 広志
75.620.496474997位 小林 義正
75.620.496514598位 古関 宣治
75.813.289434699位 久野 裕正
75.813.2894643100位 佐藤 利文

75.813.2894841101位 佐藤 貴哉
75.819.2954748102位 成田 善彦
75.819.2954451103位 松本 健
75.819.2955045104位 七海 貴弥
75.831.21075453105位 大島 高昭
75.843.21196455106位 佐藤 寿美
76.06.0824339107位 遠藤 忠次
76.06.0824042108位 清水 是康
76.012.0883850109位 平木 良一
76.018.0944648110位 渡邉 睦弥

76.018.0944747111位 野村 英範
76.024.01004555112位 佐藤 正祐
76.042.01185860113位 鈴木 翔太
76.24.8814140114位 三瓶 明美
76.210.8874641115位 町田 篤士
76.222.8995049116位 官野 せい子
76.222.8994752117位 二瓶 雅彦
76.222.8995049118位 草間 瑠衣
76.415.6924448119位 佐藤 俊明
76.415.6924448120位 渡部 秀明

76.421.6984949121位 國分 淳一
76.421.6984850122位 遠藤 規子
76.439.61165957123位 石田 武美
76.620.4974651124位 飯泉 和之
76.620.4974948125位 金 相哲
76.626.41034855126位 佐藤 圭一
76.626.41035251127位 鹿又 勇人
76.813.2904446128位 国分 一男
76.813.2904644129位 安斎 悟士

76.825.21025349130位 渡辺 雅彦

77.00.0773740131位 大久 茂幸
77.06.0833944132位 我妻 幸喜
77.06.0834142133位 蒲倉 崇
77.018.0954649134位 三本木 広道
77.018.0954847135位 秋山 有由
77.036.01135855136位 浜中 順子
77.210.8884147137位 星 利丸
77.216.8944747138位 野崎 明弘
77.222.81005050139位 鈴木 文子
77.228.81064957140位 海藤 敏

77.228.81064957141位 阿部 久
77.234.81125260142位 歌川 欽也
77.415.6934845143位 松坂 敬治
77.415.6934548144位 神山 寛之
77.421.6994950145位 成田 吉央
77.433.61115259146位 遠藤 淳子
77.614.4924646147位 松本 武
77.632.41105060148位 船生 博司
77.87.2854243149位 箭内 恒昭
77.813.2914348150位 石橋 静

77.819.2974948151位 名子 トヨ子
77.819.2974552152位 渡辺 義臣
77.819.2974849153位 鹿又 英二
77.825.21035350154位 福冨 義男
77.837.21155956155位 佐藤 由紀子
78.012.0904644156位 関口 哲郎
78.018.0964947157位 杉原 正友
78.024.01025349158位 髙橋 純一
78.030.01085652159位 遠藤 武
78.030.01085553160位 酒井 幸恵

78.216.8955243161位 玉井 金男
78.228.81075453162位 遠藤 伴明
78.234.81135459163位 鈴木 誠一
78.246.81256263164位 阿部 加奈子
78.415.6944252165位 香西 良浩
78.421.61005248166位 早乙女 政広
78.421.61004951167位 本多 義行
78.451.61306664168位 笠間 寛
78.614.4934647169位 石幡 弘実
78.632.41115556170位 佐藤 剛

78.638.41175760171位 木村 智行
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競技方法 :

打数制限 :
HDCP上 男:
HDCP下 男:

新ペリア
制限なし
999.9
-14.4

女:
女:

999.9
-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  

78.87.2864739172位 椎根 栄一
78.825.21045351173位 木村 毅
78.825.21045054174位 桑島 有子
78.825.21045351175位 西條 勝昭
78.831.21105060176位 小比田 洋希
78.837.21166155177位 大川原 由香莉
79.012.0914447178位 大塚 克己
79.018.0974948179位 山本 将司
79.024.01034657180位 助川 繁夫

79.210.8904842181位 高橋 亘
79.216.8964650182位 里見 利昭
79.216.8964947183位 渡辺 光浩
79.216.8964650184位 遠藤 浩輔
79.228.81085949185位 高 唯嗣
79.228.81085751186位 杉 一輝
79.234.81146252187位 千葉 幹彦
79.240.81205565188位 行川 千賀子
79.49.6894445189位 福冨 本子
79.825.21055253190位 山木 貞子

79.855.21357362191位 佐藤 伸一
80.030.01105555192位 佐藤 由美子
80.030.01105654193位 猪狩 雄一郎
80.036.01165858194位 佐藤 直文
80.222.81034855195位 片寄 秀正
80.222.81034756196位 須田 浩元
80.228.81095158197位 湯口 誠
80.228.81094960198位 木目沢 充
80.49.6904842199位 馬場 文也
80.433.61145757200位 大山 要

80.68.4894544201位 大沼 栄一
80.614.4954154202位 星 勝太
80.644.41255867203位 横山 大輔
80.87.2884246204位 橋本 正
80.819.21004852205位 吉田 昌弘
80.825.21065155206位 齋藤 睦
81.216.8984256207位 金沢 富城
81.222.81045549208位 西原 国熙
81.222.81045351209位 関口 梢
81.240.81225864210位 植木 安里紗

81.439.61216556211位 蒲生 恵美子
81.614.4964749212位 石見 貞治
81.626.41085949213位 紺野 大輔
81.819.21015447214位 小林 清晃

81.831.21135855215位 吉井 賢治
82.06.0884642216位 佐藤 陽
82.030.01126052217位 古川 和成
82.036.01185662218位 白岩 幸雄
82.222.81055451219位 廣坂 朗
82.614.4974948220位 斎藤 善一

82.620.41035251221位 佐藤 天音
82.626.41095950222位 菊地 昭洋
82.825.21085157223位 永井 正幸
82.843.21265967224位 山口 雅次郎
83.030.01135855225位 齋藤 晃央
83.048.01316467226位 岡田 仁広
83.626.41105555227位 大波 洋子
83.650.41346866228位 大城 侑也
84.228.81135459229位 吉野 敏治
84.632.41176354230位 成田 正弘

85.632.41186058231位 土屋 繁太郎
86.228.81155461232位 清水 研一郎
86.843.21306961233位 郡司 裕樹
87.030.01175562234位 手塚 康之
87.662.41507674235位 高野 雄一郎
87.819.21075354236位 山川 哲
88.632.41216061237位 鈴木 聡美
88.644.41336271238位 満山 雄也
89.662.41526983239位 中林 将教
90.252.81436776240位 猪狩 斐

90.644.41357659241位 神山 雄紀
94.855.21507476242位 宇野 章子
97.276.81748094243位 松本 優樹


