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①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
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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  

69.62.4723636優  勝 伊藤 節夫
69.87.2774136準優勝 鶴田 雅之
70.012.08240423位 宮島 敏廣
70.216.88741464位 塚田 哲哉
70.210.88142395位 岡部 鉄男

70.68.47939406位 斉藤 英雄
70.819.29044467位 矢沢 利次
70.819.29043478位 小柴 修
71.06.07738399位 井上 隆
71.210.882404210位 末永 半次

71.216.888444411位 円谷 洋誠
71.24.876383812位 橋本 佳典
71.43.675383713位 吉田 勝男
71.49.681404114位 菅野 啓一
71.415.687424515位 須藤 晃弘

71.49.681384316位 齊藤 伸也
71.614.486414517位 佐藤 正巳
71.68.480413918位 本田 裕弘
71.813.285434219位 阿部 伊佐美
71.813.285434220位 渡辺 富士男

71.831.2103505321位 高田 純子
72.018.090494122位 織田 則夫
72.210.883434023位 佐久間 昇
72.2-1.271353624位 小倉 晃知
72.49.682404225位 橋本 吉男

72.43.676393726位 吉田 芳
72.49.682404227位 会田 光善
72.43.676373928位 近内 涼太
72.68.481414029位 杉山 郁男
72.68.481423930位 佐藤 満則

72.614.487434431位 大和田 博恵
72.68.481394232位 押山 正
72.614.487483933位 藤田 安宏
72.62.475373834位 白岩 文伸
72.614.487454235位 谷口 京子

72.87.280404036位 村松 正一
72.813.286434337位 齋藤 髙雄
72.813.286424438位 斎藤 暢昭
72.87.280404039位 松坂 敬治
72.87.280413940位 込山 修一

73.06.079394041位 佐藤 功
73.06.079423742位 佐久間 和夫
73.012.085424343位 官野 一夫
73.00.073363744位 稲村 敏明
73.012.085454045位 新田 和男

73.012.085424346位 渋谷 健夫
73.00.073363747位 斎藤 弘行
73.24.878384048位 半杭 貞雄
73.210.884414349位 清水 達朗
73.210.884463850位 石川 忠男

73.216.890464451位 後藤 勝幸
73.216.890444652位 吉田 栄一
73.216.890434753位 松井 慎一朗
73.49.683434054位 青田 忠文
73.415.689454455位 田部 弘志

73.49.683394456位 高橋 嘉子
73.415.689424757位 鬼澤 義行
73.415.689444558位 菅野 国夫
73.43.677383959位 原 通雄
73.421.695464960位 中山 徹

73.49.683453861位 久松 正美
73.415.689444562位 上野 公嗣
73.427.6101515063位 佐藤 浩志
73.49.683394464位 蒲倉 崇
73.614.488474165位 紺野 滝人

73.68.482404266位 丁 四禮
73.620.494474767位 佐久間 勝一
73.614.488424668位 安田 香織
73.68.482414169位 山内 了太
73.87.281404170位 橋本 信郎

73.87.281404171位 吉本 宇志
73.819.293484572位 浅井 良樹
74.012.086454173位 山崎 次郎
74.024.098494974位 波多野 敏晴
74.06.080404075位 国井 義之

74.012.086444276位 桑折 義行
74.018.092434977位 孫 鎭五
74.210.885414478位 菊地 祐司
74.210.885394679位 野間 純弥
74.421.696455180位 清水 常雄
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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  

74.43.678393981位 岡部 宏
74.415.690474382位 國府田 明弘
74.415.690444683位 北條 伸明
74.43.678393984位 斎藤 俊介
74.68.483414285位 今野 昭男

74.62.477413686位 後藤 正浩
74.620.495484787位 佐藤 正勝
74.68.483414288位 小林 幸子
74.825.2100465489位 木村 勉
74.87.282414190位 溝井 賢一郎

74.813.288464291位 齋藤 史郎
74.813.288454392位 本田 仁丈
75.018.093484593位 津守 千恵子
75.018.093454894位 佐藤 強
75.012.087454295位 遠藤 吉洋

75.210.886444296位 笠原 隆
75.24.880404097位 草野 善幸
75.210.886464098位 武田 孝一
75.210.886434399位 茂木 勝重
75.24.8803941100位 溝井 勝紀

75.216.8924547101位 鈴木 朝裕
75.228.81045054102位 山口 哲也
75.210.8864442103位 佐久間 和弘
75.222.8984751104位 佐藤 孝行
75.222.8984850105位 飛澤 徳幸

75.43.6793940106位 石川 正治
75.49.6854243107位 大塩 要
75.49.6853946108位 神 聡
75.415.6914645109位 橋本 隆雄
75.43.6794633110位 木原 類

75.614.4904545111位 箭内 一美
75.62.4784236112位 吉田 和衛
75.620.4964551113位 小池 健貴
75.81.2773740114位 加藤 功
75.81.2773839115位 鴫原 功一

76.06.0824240116位 湯田 信夫
76.018.0944846117位 矢内 譲治
76.024.01004852118位 橋本 守男
76.012.0884147119位 橋本 英樹
76.024.01004951120位 青田 敏弘

76.012.0884543121位 筒井 仁司
76.024.01004951122位 三浦 政志
76.012.0884642123位 矢吹 将士
76.210.8874443124位 谷津 敏夫
76.222.8995148125位 山口 秀男

76.222.8995346126位 立花 英二
76.210.8874542127位 草野 幸雄
76.216.8934944128位 常恒 榮美
76.210.8874245129位 物江 俊明
76.210.8874047130位 須釜 文男

76.49.6864244131位 三輪 孝三
76.49.6864739132位 菊地 留男
76.421.6984949133位 渡邊 祐輝
76.620.4975047134位 安藤 久美
76.62.4793841135位 常泉 文男

76.614.4914546136位 大越 大介
76.87.2844044137位 三ツ本 光照
76.819.2965046138位 新田 弘文
77.018.0954847139位 菅野 義弘
77.012.0894841140位 橋本 隆夫

77.012.0894643141位 高橋 勝江
77.012.0894544142位 渡辺 守康
77.018.0955045143位 関口 哲郎
77.024.01015051144位 佐々木 良美
77.030.01075255145位 関口 梢

77.018.0955045146位 橋本 直哉
77.210.8884444147位 若杉 健一
77.24.8824240148位 野村 三男
77.210.8884246149位 根本 裕之
77.216.8944648150位 石井 國仲

77.210.8884444151位 田中 美江子
77.49.6874245152位 増子 安弥
77.49.6874443153位 本多 正広
77.626.41045351154位 吉田 京子
77.819.2975146155位 佐藤 泰勝

77.813.2914447156位 影山 茂
78.030.01085355157位 清水 美津枝
78.024.01025349158位 官野 せい子
78.012.0904347159位 王 会玲
78.210.8894742160位 菊地 皎一
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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  

78.222.81015249161位 後藤 芳一
78.24.8833845162位 酒井 茂
78.24.8834043163位 坂内 恒夫
78.222.81014952164位 佐々木 善哉
78.210.8894049165位 阿部 慎治

78.24.8834241166位 鈴木 修
78.216.8954748167位 本田 心平
78.427.61065254168位 橋本 富夫
78.49.6884345169位 渡辺 智広
78.421.61005149170位 坂本 克也

78.68.4874443171位 遠藤 一長
78.614.4934548172位 三浦 昌三
78.626.41055748173位 善方 尚
78.819.2985345174位 大波 久好
78.87.2864145175位 小沼 康男

78.87.2864046176位 菅野 彦
78.819.2985048177位 清野 良一
78.813.2925240178位 東郷 淳
79.012.0914546179位 高野 徹
79.018.0974849180位 多田 耕一

79.222.81025151181位 野内 洋子
79.216.8965046182位 武田 徳男
79.49.6894742183位 中島 太二
79.421.61015348184位 長谷川 幸雄
79.427.61075453185位 三浦 茂伸

79.427.61075453186位 鈴木 宏和
79.421.61015249187位 李 龍軍
79.49.6894148188位 山口 悠太
79.614.4945341189位 菅野 正幸
79.626.41065551190位 中山 美佐江

80.415.6964650191位 志賀 良彦
80.415.6965046192位 橋本 敏
80.415.6965046193位 矢吹 高広
81.06.0874344194位 武田 高
81.216.8985444195位 白岩 峯司

81.216.8985048196位 網藤 栄
81.228.81105159197位 國分 賢也
81.421.61034954198位 渡辺 三男
81.825.21075255199位 武田 伸一

81.825.21075156200位 根本 光義

82.06.0884444201位 根本 俊一
82.222.81055253202位 佐藤 昌己
82.421.61045450203位 大渕 翼
83.018.01014853204位 牧野 節子
83.427.61116150205位 金野 俊彦

85.036.01215764206位 渡辺 はる子
86.421.61085355207位 斎藤 秀樹
87.228.81165561208位 安田 一典
92.036.01286563209位 菅野 弘


