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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  

68.415.6843945優  勝 辺見 秀雄
69.415.6854342準優勝 鈴木 俊秀
69.614.48442423位 穴澤 紀章
70.620.49146454位 飛澤 徳幸
70.813.28440445位 神 貞代

70.819.29045456位 遠藤 義利
71.012.08342417位 安藤 透
71.813.28540458位 宮島 敏廣
72.018.09047439位 安藤 憲治
72.012.084453910位 渡邊 義二

72.216.889464311位 西間木 銀志
72.2-1.271353612位 佐久間 和夫
72.210.883414213位 矢沢 利次
72.210.883394414位 高橋 昇
72.222.895484715位 横山 美佐江

72.210.883404316位 橋本 佳典
72.49.682404217位 佐藤 満則
72.49.682424018位 関根 一夫
72.49.682414119位 佐藤 正巳
72.421.694494520位 立花 英二

72.49.682404221位 小林 耕一
72.415.688434522位 浜津 幸雄
72.415.688444423位 阿部 賀一
72.68.481394224位 和知 孝佳
72.62.475373825位 大竹 弘真

72.68.481423926位 佐藤 守
72.87.280394127位 草野 昭夫
72.813.286444228位 七海 弘恭
72.813.286454129位 松永 敏
72.813.286424430位 影山 茂

73.06.079364331位 山田 孝光
73.018.091444732位 青田 敏弘
73.216.890474333位 高阪 勝己
73.210.884414334位 猪俣 與信
73.24.878374135位 森 宏幸

73.210.884434136位 込山 修一
73.415.689444537位 佐藤 保
73.415.689464338位 草野 善幸
73.421.695484739位 渡部 勉
73.421.695504540位 渡辺 貴広

73.415.689444541位 高橋 健
73.415.689444542位 福田 輝明
73.614.488454343位 武田 徳男
73.62.476373944位 藤川 重雄
73.620.494464845位 四家 武彦

73.614.488474146位 筒井 仁司
73.813.287444347位 大和田 博恵
73.819.293504348位 小野 伸夫
73.831.2105545149位 渡邉 巧太
74.06.080413950位 吉田 勝男

74.012.086434351位 齋藤 髙雄
74.06.080394152位 長岐 博
74.06.080404053位 須藤 晃弘
74.06.080413954位 本田 心平
74.210.885444155位 湯田 信夫

74.210.885414456位 大波 久好
74.24.879374257位 小林 幸子
74.49.684424258位 佐久間 昇
74.415.690474359位 山吉 隆夫
74.415.690405060位 横田 徹

74.43.678403861位 渡辺 規幸
74.614.489444562位 八百板 隆博
74.614.489464363位 岡部 鉄男
74.825.2100485264位 箭内 一美
74.813.288474165位 鬼澤 義行

74.813.288454366位 津守 千恵子
74.819.294484667位 遊佐 和博
75.018.093464768位 木村 勉
75.012.087424569位 橋本 吉男
75.012.087444370位 岡崎 忠昌

75.216.892444871位 西山 信一
75.210.886434372位 前川 昭男
75.216.892464673位 浅井 良樹
75.216.892474574位 王 会玲
75.49.685414475位 澤田 武男

75.415.691454676位 渡辺 富士男
75.49.685424377位 多田 耕一
75.415.691424978位 髙橋 里美
75.427.6103475679位 根本 俊一
75.415.691405180位 増田 康之
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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  

75.415.691494281位 長谷部 剛
75.68.484424282位 笠原 隆
75.614.490444683位 山口 秀男
75.620.496445284位 安斎 信幸
75.87.283414285位 末永 半次

75.87.283414286位 伊藤 博文
76.06.082384487位 神 聡
76.018.094484688位 髙橋 正彦
76.024.0100495189位 長谷川 幸雄
76.012.088454390位 渡辺 和茂

76.216.893484591位 依田 孝次
76.415.692464692位 吉田 和衛
76.421.698494993位 冨田 一吉
76.415.692474594位 草野 幸雄
76.49.686424495位 溝井 勝紀

76.421.698455396位 小山 嗣雄
76.49.686434397位 影山 拓也
76.614.491464598位 佐久間 清一
76.614.491444799位 星 和久
76.614.4914348100位 田部 弘志

76.614.4914249101位 今野 昭男
76.614.4914645102位 橋本 敏
76.68.4854837103位 富永 義規
76.614.4914744104位 西村 輝彦
76.68.4854144105位 馬場 文也

76.819.2964749106位 吉田 靖男
76.813.2904644107位 田辺 潤治
76.819.2964551108位 三浦 徳正
76.813.2904545109位 相澤 勝秋
76.813.2904545110位 坂本 克也

77.012.0894742111位 三ツ本 光照
77.012.0894544112位 横山 茂一
77.018.0954847113位 橋本 富夫
77.018.0954946114位 大野 孝男
77.012.0894445115位 三瓶 英子

77.012.0894544116位 所 政美
77.024.01015348117位 谷口 京子
77.012.0894445118位 渡邊 祐輝
77.216.8944549119位 鈴木 善昭
77.210.8884543120位 岡部 宏

77.216.8944846121位 中山 徹
77.210.8884444122位 中島 太二
77.210.8884147123位 仁井田 麗
77.49.6874641124位 大河原 隆哉
77.43.6814140125位 鈴木 修一

77.421.6995049126位 山崎 洋一郎
77.49.6874641127位 斎藤 俊介
77.620.4984553128位 溝井 宇一
77.68.4864541129位 鵜川 幸一郎
77.68.4864244130位 後藤 雪恵

77.620.4984949131位 周原 仁
77.813.2914546132位 国井 裕一
77.813.2914744133位 押山 孝雄
77.813.2914843134位 今井 幹男
78.024.01024953135位 久下 透

78.036.01145955136位 佐久間 直史
78.222.81014853137位 國分 賢也
78.427.61065056138位 早野 豊子
78.421.61005347139位 山崎 次郎
78.415.6944450140位 和知 しづ子

78.415.6945044141位 松本 涼
78.632.41115259142位 森田 実衣
78.87.2864145143位 杉山 郁男
79.018.0974849144位 武田 富夫
79.012.0914942145位 兼谷 典寿

79.024.01035746146位 眞島 和好
79.030.01095752147位 一國 奈津美
79.216.8965145148位 上石 信一
79.49.6894247149位 松坂 敬治
79.415.6954649150位 遠藤 吉洋

79.427.61075255151位 加藤 大智
79.626.41065551152位 寺西 正治
79.614.4944747153位 大河内 一男
79.819.2994950154位 齊藤 伸也
80.024.01045549155位 早津 健男

80.024.01045054156位 会田 雄樹
80.210.8914843157位 吉田 文男
80.222.81035152158位 高野 康典
80.222.81035449159位 西間木 保
80.49.6904545160位 大槻 貞浩
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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  

80.43.6844341161位 和髙 正久
80.614.4954748162位 鈴木 一次
80.831.21125854163位 真船 美津子
81.036.01176057164位 丸山 孝男
81.228.81105456165位 進藤 竜也

81.415.6974651166位 後藤 勝幸
81.819.21015051167位 山崎 正昭
82.018.01004753168位 室井 一一
82.012.0944549169位 日下 賢一
82.228.81115853170位 久松 はる子

82.825.21085256171位 寺西 真理子
83.228.81125656172位 押山 厚子
84.018.01024755173位 後藤 芳一
88.831.21206555174位 河原 功
92.036.01286167175位 渡辺 浩輝

93.036.01295970176位 武田 京子


