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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  

68.024.0924250優  勝 伊藤 正雄
68.813.2824537準優勝 馬場 文也
69.427.69747503位 佐藤 淳一
69.813.28341424位 塚田 哲哉
70.427.69844545位 中澤 裕之

70.427.69849496位 伊藤 正浩
70.43.67438367位 大森 政樹
70.813.28439458位 安藤 昇
71.024.09543529位 宗像 博
71.210.882433910位 箭内 恒昭

71.216.888414711位 佐藤 守
71.216.888454312位 松本 健
71.216.888424613位 椎根 栄一
71.415.687444314位 高橋 亘
71.433.6105564915位 松山 茂

71.68.480423816位 猪狩 成司
71.626.498494917位 渡部 茂則
71.632.4104545018位 菅野 隆宣
71.81.273363719位 稲村 敏明
71.813.285414420位 大石田 忠

72.018.090454521位 白土 浩一
72.06.078384022位 沼田 哲夫
72.06.078393923位 岡部 源
72.06.078384024位 松坂 敬治
72.012.084434125位 鈴木 勝美

72.042.0114555926位 千葉 幹彦
72.216.889444527位 伊藤 雅彦
72.210.883414228位 須田 孝枝
72.24.877413629位 釜石 勝美
72.49.682384430位 渡辺 宏幸

72.49.682404231位 後藤 雪恵
72.614.487424532位 渡辺 利博
72.614.487444333位 佐藤 俊明
72.632.4105555034位 成田 善彦
72.626.499465335位 三瓶 正人

72.614.487444336位 林 奈津子
72.87.280394137位 鈴木 功
72.813.286404638位 山田 育子
72.813.286444239位 高杉 功
73.018.091464540位 髙橋 滋

73.018.091494241位 成田 吉央
73.06.079384142位 亀岡 芳明
73.00.073353843位 新妻 学
73.06.079384144位 武田 修一
73.018.091484345位 大内 徹

73.210.884394546位 渡部 孝司
73.222.896484847位 大木 勝浩
73.216.890454548位 遠藤 良明
73.210.884444049位 柳橋 光弘
73.216.890434750位 遊佐 和博

73.210.884453951位 富永 義規
73.222.896514552位 高橋 伸也
73.222.896524453位 遠藤 千春
73.421.695504554位 大山 衞
73.415.689454455位 大木戸 義彦

73.49.683414256位 秋山 実
73.614.488434557位 渡辺 邦弘
73.632.4106614558位 遠藤 衛
73.614.488444459位 熊谷 剛
73.620.494474760位 大河原 理寛

73.87.281423961位 本田 幸一
73.831.2105515462位 溝井 禎夫
73.819.293435063位 本田 末子
73.819.293494464位 矢吹 久雄
73.825.299475265位 鈴木 信隆

73.825.299495066位 関口 勝則
73.819.293474667位 倉鎌 明
73.813.287434468位 神山 寛之
74.06.080394169位 吉田 勝男
74.048.0122616170位 成田 正意

74.012.086424471位 佐藤 守
74.06.080384272位 我妻 幸喜
74.018.092454773位 鈴木 邦治
74.012.086404674位 影山 拓也
74.012.086454175位 陣野 恵介

74.216.891434876位 小野 隆章
74.222.897494877位 髙 唯嗣
74.24.879403978位 鈴木 大
74.222.897544379位 玉木 幹人
74.222.897524580位 星 勝太
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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  

74.4-2.472333981位 満田 盛護
74.427.6102525082位 西原 国熙
74.427.6102534983位 船城 寿文
74.68.483434084位 安齋 則夫
74.620.495524385位 加瀬 元三郎

74.614.489464386位 藤野 和太理
74.825.2100534787位 宗形 正則
74.819.294454988位 医王田 和也
74.819.294454989位 菅野 研
74.837.2112595390位 須田 浩元

74.819.294454991位 吉田 祐生
75.012.087444392位 大谷 浩
75.024.099514893位 木村 祐美子
75.06.081414094位 坪井 順一
75.210.886444295位 景山 勝義

75.216.892454796位 坪井 日良
75.210.886444297位 藤木 陽一郎
75.216.892464698位 志賀 智之
75.228.8104505499位 増子 国安
75.43.6793742100位 八代 太

75.415.6914447101位 片山 政広
75.421.6975146102位 大河内 一男
75.620.4964848103位 富沢 勇三雄
75.620.4964947104位 星 利丸
75.626.41025250105位 菅野 浩

75.620.4965145106位 荒川 広志
75.813.2894445107位 吉田 幹治
75.819.2954649108位 吉田 政元
75.87.2833845109位 今村 一路
75.87.2834142110位 遠藤 宏一

75.831.21075453111位 服部 正行
75.831.21075255112位 作取 透磨
75.819.2954748113位 圓谷 健太
76.018.0944648114位 角田 一彦
76.030.01065155115位 遠藤 修

76.012.0884543116位 川口 渉
76.030.01065353117位 大澤 仁
76.024.01005149118位 中野 寿一
76.222.8995148119位 五十嵐 正義
76.210.8874542120位 三部 高久

76.210.8874344121位 星野 博人
76.228.81055253122位 鈴木 浩平
76.49.6864541123位 渡邊 和弘
76.49.6864442124位 手塚 健
76.43.6803941125位 野崎 淳

76.415.6924349126位 後藤 桂子
76.427.61045252127位 鈴木 隆門
76.421.6984751128位 木村 淳一
76.68.4854342129位 木村 武義
76.626.41035449130位 辺見 政敏

76.614.4914546131位 森野 洋司
76.626.41035251132位 津田 敏行
76.614.4913952133位 清水 是康
76.68.4854540134位 古関 宣治
76.68.4854342135位 鈴木 康之

76.614.4914546136位 渡邉 睦弥
76.620.4975146137位 橘 正光
76.632.41095356138位 大泉 勝嗣
76.819.2964650139位 小林 博
76.813.2904743140位 皆川 義幸

76.813.2904743141位 三瓶 明美
76.813.2904347142位 千葉 智弘
76.831.21085157143位 阿部 久
76.825.21025052144位 西条 富美代
76.819.2964947145位 渡辺 喜照

76.87.2843945146位 冨澤 仁
76.87.2844143147位 日下 賢一
76.825.21024953148位 疋田 哲也
76.825.21025547149位 松本 健
77.012.0894742150位 弓田 八平

77.024.01015150151位 小野 彦一郎
77.024.01015150152位 三本菅 正
77.030.01075651153位 成田 正弘
77.024.01015150154位 内海 友助
77.216.8944549155位 佐藤 文雄

77.228.81064957156位 原 靖
77.210.8884048157位 渡辺 規幸
77.421.6995049158位 木村 フミ子
77.415.6935142159位 吉田 健治
77.421.6994851160位 小林 秀之
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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  

77.427.61055154161位 湯口 誠
77.445.61236261162位 熊坂 透
77.421.6995049163位 今野 智哉
77.433.61115358164位 鈴木 昇次郎
77.421.6995148165位 髙木 克泰

77.620.4984850166位 笠原 辰美
77.626.41045351167位 横山 広喜
77.68.4864541168位 射場 学
77.620.4984850169位 金澤 富城
77.614.4924646170位 荒井 誠

77.819.2975245171位 鴫原 誠一
77.831.21095158172位 小林 昭彦
77.819.2974651173位 菅野 幸浩
78.06.0844737174位 神 貞代
78.018.0964650175位 渡部 秀明

78.024.01025151176位 大波 洋子
78.024.01025448177位 清水 道晃
78.036.01145757178位 永田 斉寿
78.024.01025250179位 斎藤 善一
78.018.0965046180位 相楽 久

78.018.0964947181位 小熊 昌憲
78.228.81075750182位 名子 トヨ子
78.210.8894445183位 佐川 安一
78.222.81015051184位 栁田 正幸
78.415.6944846185位 成田 啓二

78.445.61246262186位 山口 雅次郎
78.421.61004852187位 宍戸 忠幸
78.421.61004654188位 石見 貞治
78.427.61065650189位 大川原 由香莉
78.445.61246658190位 矢吹 慎

78.626.41055748191位 玉井 金男
78.632.41115457192位 菅原 清美
78.632.41115655193位 鈴木 佳子
78.614.4934845194位 吉仲 真也
78.626.41055550195位 三瓶 晃

78.614.4934845196位 阿部 修
78.813.2924547197位 渡部 敬
79.018.0974750198位 松田 邦夫
79.030.01095554199位 渡邉 昇

79.228.81085256200位 小池 昭正

79.439.61195663201位 早川 源一
79.439.61196059202位 三門 真由美
79.668.41487078203位 奥山 拓海
79.831.21115457204位 渡辺 美恵子
80.012.0924943205位 伊藤 稔

80.222.81035053206位 佐久間 勇治
80.222.81035845207位 荒井 祥子
80.222.81035053208位 大槻 明美
80.427.61085256209位 橋本 有市
80.620.41015150210位 堀川 宏喜

80.638.41195564211位 遠藤 雅
80.825.21065452212位 森 秀男
80.825.21065056213位 菊田 正義
80.813.2944747214位 谷口 京子
80.849.21306367215位 寺田 建一

81.024.01055550216位 小野 修治
81.030.01115655217位 大内 久美
81.024.01055748218位 西條 勝昭
81.024.01055451219位 安部 和幸
81.024.01055352220位 植木 安里紗

81.222.81045054221位 林 修一
81.228.81105159222位 渡辺 正道
81.228.81105951223位 野山 英雄
81.234.81165957224位 遠藤 正紀
81.433.61155857225位 佐藤 裕美

81.427.61095950226位 菅原 勉
81.632.41145757227位 菊地 幸江
81.626.41085355228位 皆川 俊幸
81.837.21195861229位 石井 進
82.036.01185662230位 吉田 博樹

82.451.61346569231位 鈴木 賢二
82.421.61045153232位 服部 麻由美
82.445.61286563233位 菅野 貴行
82.632.41155659234位 山木 貞子
82.626.41094960235位 佐藤 剛

83.240.81246361236位 山﨑 洋司
83.433.61175958237位 遠藤 仁
84.234.81196554238位 白土 優
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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  

84.656.41417269239位 髙野 雄一郎
84.650.41356669240位 海老澤 裕二

85.036.01215863241位 古川 登史
85.246.81326666242位 佐藤 潤平
86.054.01406872243位 遠藤 弘子
86.246.81337261244位 橋本 秋敏
86.240.81275869245位 荒井 大輔

86.674.41618279246位 大内 章
89.066.01557481247位 大内 智之
94.042.01367066248位 関 重信
94.072.01667195249位 大平 秀夫
96.072.01688187250位 千枝 睦


