
カネキカップ 2018 決勝
日2018 年 8月 29 (水)

大玉カントリークラブ 2018.08.29 (水) 20:44:05 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  

68.81.2703634優  勝 佐久間 和夫
69.06.0753639準優勝 橋本 吉男
69.87.27740373位 佐藤 功
69.87.27739384位 添田 卓海
69.813.28340435位 橋本 佳典

70.06.07639376位 白岩 文伸
70.813.28444407位 辺見 秀雄
70.819.29041498位 安藤 学
71.012.08337469位 阿部 伊佐美
71.018.089454410位 山田 孝光

71.024.095455011位 佐藤 時夫
71.06.077364112位 穂積 良二
71.06.077364113位 鎌田 稔
71.012.083394414位 岡部 鉄男
71.43.675373815位 佐藤 満則

71.68.480413916位 澤田 武男
71.620.492474517位 須永 博
71.614.486414518位 宇佐美 三男
71.614.486414519位 鈴木 健一
71.87.279403920位 箭内 一美

71.813.285414421位 大平 貞夫
71.87.279423722位 猪俣 與信
71.87.279374223位 新田 和男
72.06.078393924位 遠藤 信介
72.06.078403825位 中島 太二

72.012.084404426位 筒井 仁司
72.210.883414227位 塔崎 一雄
72.24.877383928位 青木 仁三
72.415.688464229位 四家 武彦
72.43.676373930位 渋谷 健夫

72.614.487464131位 須藤 純子
72.62.475373832位 関根 嘉治
72.68.481384333位 矢沢 利次
72.87.280404034位 末永 半次
73.012.085434235位 杉山 郁男

73.06.079394036位 東条 正記
73.012.085414437位 大友 敏男
73.018.091474438位 本田 安次
73.012.085414439位 三瓶 英子
73.06.079403940位 髙橋 昇

73.210.884404441位 樋口 泰
73.210.884434142位 山田 勝美
73.216.890444643位 三ツ本 光照
73.210.884424244位 鈴木 喜代次
73.210.884404445位 杉原 亘

73.210.884404446位 桜井 唱弘
73.216.890474347位 江田 新一
73.228.8102515148位 山縣 秀典
73.216.890424849位 千田 正勝
73.427.6101524950位 並木 孝之

73.49.683434051位 大塩 要
73.415.689444552位 山口 修
73.68.482433953位 佐久間 清一
73.620.494494554位 遠藤 正
73.62.476393755位 平子 茂次

73.87.281404156位 村松 正一
73.813.287434457位 吉田 芳
73.87.281404158位 十文字 幸夫
73.819.293435059位 櫛田 嘉仁
73.819.293444960位 平野 満

74.018.092434961位 吉田 和衛
74.00.074373762位 長岐 敬一
74.210.885424363位 阿美 眞文
74.216.891454664位 伊藤 節夫
74.2-1.273353865位 塩田 秀穂

74.210.885414466位 長岐 博
74.216.891434867位 生田目 好嗣
74.210.885424368位 溝井 勝紀
74.415.690464469位 菊地 重宗
74.49.684414370位 佐々木 勇

74.49.684404471位 湯田 信夫
74.421.696465072位 緑川 喜明
74.415.690464473位 伊藤 郷一
74.49.684374774位 鶴田 雅之
74.49.684414375位 大河原 隆哉

74.68.483404376位 佐藤 保
74.614.489444577位 樋口 勝子
74.68.483414278位 佐々木 正志
74.62.477393879位 野崎 倉平
74.68.483414280位 山田 茂
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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  

74.68.483453881位 小池 栄雅
74.825.2100524882位 木村 勉
74.813.288454383位 甲高 忠
74.87.282414184位 保住 昭一
74.81.276373985位 稲村 敏明

74.81.276344286位 阿部 雅繁
74.813.288454387位 原 通雄
74.87.282443888位 菊地 昭一
74.819.294454989位 生田 冨美枝
74.87.282414190位 塚田 哲哉

74.813.288444491位 小林 幸子
75.018.093474692位 相楽 美佐雄
75.024.099485193位 太田 謙真
75.012.087444394位 津守 千恵子
75.018.093444995位 長谷川 昭二郎

75.012.087454296位 下山田 覚
75.024.099485197位 中山 徹
75.06.081414098位 曲山 幸男
75.018.093474699位 根本 俊一
75.216.8924349100位 星 昌作

75.210.8864343101位 鹿野 治男
75.216.8924844102位 小林 誠
75.216.8925042103位 宮島 敏廣
75.210.8864442104位 松本 成夫
75.210.8864343105位 安部 亨

75.210.8864244106位 齊藤 伸也
75.43.6793940107位 半杭 貞雄
75.415.6914447108位 木村 芳夫
75.49.6854342109位 松本 なおみ
75.415.6914546110位 藤田 安宏

75.49.6854045111位 松坂 敬治
75.614.4904644112位 小林 八
75.620.4964749113位 菊地 ミヨ子
75.68.4844242114位 箭内 優一
75.614.4904149115位 髙松 恵樹

75.614.4904743116位 志賀 道久
75.68.4844143117位 草野 明
75.68.4844242118位 馬場 文也
75.813.2894643119位 由田 元伸
75.813.2894544120位 押山 正

75.813.2894346121位 矢吹 将士
76.012.0884246122位 佐藤 孝
76.012.0884345123位 渡部 悦栄
76.06.0824141124位 狗飼 俊博
76.012.0884147125位 矢内 三雄

76.06.0824240126位 井上 隆
76.210.8874344127位 小針 弘
76.216.8934548128位 岡 義秀
76.49.6864343129位 芳賀 厚夫
76.49.6864442130位 田辺 潤治

76.427.61045153131位 石橋 静
76.620.4974453132位 鈴木 三喜雄
76.614.4914546133位 渡辺 富清
76.62.4793841134位 酒井 隆
76.626.41035053135位 谷口 京子

76.620.4975047136位 円谷 洋誠
76.87.2844143137位 西山 信一
76.813.2904446138位 根本 金一
76.87.2844044139位 渡辺 富士男
76.825.21025052140位 後藤 勝幸

76.813.2904644141位 本田 裕弘
77.06.0834241142位 吉田 勝男
77.06.0834241143位 草野 昭夫
77.06.0834142144位 斉藤 英雄
77.018.0954649145位 須藤 晃弘

77.018.0954946146位 松井 慎一朗
77.210.8884345147位 鬼澤 義行
77.210.8884543148位 沼澤 幸雄
77.222.81005149149位 北郷 文規
77.216.8944945150位 菅野 啓一

77.24.8824339151位 岡部 宏
77.210.8884543152位 髙橋 里美
77.222.81004555153位 吉田 果奈子
77.49.6874344154位 横山 美佐江
77.68.4864541155位 生田目 一雄

77.68.4864244156位 紺野 滝人
77.68.4864838157位 鈴木 英光
77.68.4864442158位 千田 朱美
77.813.2914447159位 和知 しづ子
78.012.0904743160位 西牧 勝利
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隠しﾎｰﾙ: ＊＊＊ ＊＊ ＊
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
＊＊＊ ＊＊＊
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  

78.06.0844341161位 福田 正弘
78.06.0844242162位 齋藤 髙雄
78.012.0904644163位 下妻 克哉
78.228.81075057164位 高田 純子
78.49.6884246165位 沢田 広平

78.421.61004852166位 兼田 サキ子
78.49.6884543167位 安田 香織
78.620.4995049168位 阿久津 信一
78.614.4934845169位 山内 豪
78.620.4994653170位 浅井 良樹

78.825.21045153171位 渡辺 たか子
78.813.2924844172位 高橋 聡志
79.210.8904545173位 菊地 孝明
79.210.8904644174位 横須賀 広美
79.415.6955144175位 山内 了太

79.68.4884543176位 独鈷 隆
79.813.2934746177位 佐藤 正巳
79.813.2934746178位 菊地 留男
79.813.2934845179位 角田 勝
80.018.0984850180位 大平 和男

80.216.8974651181位 菅野 泰宏
80.415.6964749182位 本柳 喜代治
80.427.61085157183位 藤田 賢一
80.813.2945242184位 本田 和久
80.825.21065155185位 佐藤 邑樹

81.012.0935043186位 織田 則夫
81.012.0934647187位 山吉 隆夫
81.024.01055352188位 橋本 敏
81.415.6974948189位 佐々木 久雄
81.831.21135954190位 加藤 榮

ＢＢ 82.626.41095158191位 阿部 喜和子
ＢＭ 87.620.41086048192位 長谷川 幸雄


