
アサヒスーパーカップ 2019
日2019 年 8月 7 (水)

大玉カントリークラブ 2019.08.11 (日) 12:48:05 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  

69.68.4784137優  勝 井上 隆
70.421.6924250準優勝 上松 英明
70.43.67437373位 菅野 彦
71.018.08944454位 斉藤 友吉
71.216.88844445位 市川 伸次

71.43.67537386位 二階堂 秀一
71.421.69344497位 和泉 千晶
71.68.48040408位 楢和 初夫
71.68.48043379位 仁井田 麗
71.62.474383610位 増子 譲

71.62.474373711位 山口 悠太
71.87.279394012位 岩崎 正
71.819.291444713位 安齋 勇一
72.012.084424214位 菊田 政雄
72.06.078403815位 草野 昭夫

72.012.084404416位 谷口 京子
72.2-1.271343717位 佐久間 和夫
72.210.883374618位 丸鶴 賢二
72.210.883394419位 三浦 圭子
72.49.682414120位 吉田 文男

72.43.676354121位 稲村 敏明
72.49.682394322位 根本 栄二
72.68.481414023位 高野 實
72.614.487424524位 三瓶 英子
72.87.280404025位 鈴木 陽介

73.012.085444126位 佐藤 保
73.018.091454627位 遊佐 俊一
73.012.085463928位 川名 正勝
73.06.079394029位 八島 良男
73.06.079413830位 大久 茂幸

73.012.085444131位 鈴木 隆二
73.49.683404332位 真壁 雄一
73.49.683414233位 安部 道夫
73.43.677403734位 今野 昭男
73.43.677383935位 小椋 恵一

73.421.695484736位 大本 雅晴
73.68.482404237位 佐久間 昇
73.68.482404238位 佐久間 絢子
73.68.482404239位 野村 三男
73.68.482424040位 小沼 康男

73.87.281414041位 渡辺 洋三
73.87.281414042位 官野 一夫
73.87.281394243位 小池 保二
73.813.287414644位 小野 利美
73.819.293464745位 矢島 寛章

73.87.281394246位 亀岡 芳明
74.012.086434347位 髙野 捷雄
74.012.086404648位 多田 耕一
74.00.074363849位 木村 成秀
74.216.891415050位 増子 秀夫

74.24.879394051位 国分 栄次
74.24.879374252位 斎藤 直樹
74.415.690474353位 武田 富夫
74.49.684424254位 日浅 昇
74.43.678423655位 菅野 国夫

74.49.684414356位 福冨 義男
74.620.495455057位 伊藤 クニ
74.620.495464958位 橋本 玉男
74.68.483424159位 三瓶 明美
74.614.489434660位 菅野 正幸

74.87.282404261位 三ツ本 光照
74.813.288444462位 廣田 育三
74.87.282424063位 本田 幸一
75.030.0105535264位 影山 千代子
75.024.099495065位 柴田 進

75.216.892444866位 守岡 良信
75.228.8104545067位 永井 和久
75.216.892464668位 福冨 本子
75.2-1.274383669位 本多 和一
75.216.892464670位 斎藤 俊介

75.62.478364271位 渡邉 隆弘
アサヒビール賞 75.614.490424872位 官野 せい子

75.614.490484273位 石川 忠男
75.62.478374174位 佐藤 守
75.87.283414275位 菅野 進

75.813.289434676位 鈴木 善昭
75.819.295474877位 荒木 省一
75.87.283414278位 小林 耕一
76.012.088444479位 津守 義忠
76.024.0100465480位 遠藤 将志
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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  

76.24.881414081位 阿部 伊佐美
76.210.887444382位 乙訓 豊詞
76.210.887434483位 菊地 皎一
76.216.893474684位 鈴木 明
76.210.887414685位 佐戸川 隆

76.210.887424586位 橋本 隆夫
当月・当日賞 76.222.899504987位 國分 喜実夫

76.222.899485188位 安島 貞吉
76.415.692464689位 志田 善一
76.415.692464690位 山口 秀男

76.415.692444891位 三浦 正一
76.415.692444892位 八巻 美恵子
76.614.491434893位 武田 徳男
76.68.485424394位 安齋 則夫
76.813.290444695位 橋本 富夫

77.018.095474896位 菊田 栄作
77.012.089484197位 寺島 剛
77.012.089414898位 鈴木 忠治
77.024.0101455699位 渡辺 一正
77.06.0833845100位 渡辺 斉

77.036.01135756101位 遠藤 ひかり
77.018.0954946102位 橋本 謙治
77.018.0954649103位 大森 香奈
77.228.81065254104位 早坂 正
77.24.8824042105位 日下 賢一

77.421.6994950106位 谷沢 敏男
77.49.6874047107位 菅野 和典
77.614.4924844108位 本田 末子
77.87.2854144109位 加藤 粛
78.018.0964947110位 加藤 和子

78.012.0904743111位 佐竹 弘一
78.018.0964749112位 鈴木 さなえ
78.06.0843945113位 渡辺 孝夫
78.018.0964848114位 牛河内 邦明
78.012.0904347115位 安島 紀幸

78.216.8954451116位 田神 勝男
78.216.8954550117位 宮内 信雄
78.222.81014853118位 吉川 由紀
78.415.6944747119位 工藤 和範
78.421.61005248120位 橋本 和久

78.626.41055154121位 谷口 政美
78.813.2924349122位 近内 智昭
78.87.2863947123位 国分 秀美
78.831.21105357124位 遠藤 やゑ子
78.825.21045153125位 遠藤 実

78.813.2924745126位 官野 力
78.819.2984553127位 菅野 功
78.831.21105654128位 佐藤 孝治
78.825.21045450129位 根田 勝治
79.018.0975047130位 鈴木 茂雄

79.036.01155857131位 遠藤 昌子
79.018.0974453132位 北澤 優一
79.024.01035449133位 佐藤 成浩
79.222.81024854134位 大内 紀正
79.216.8964452135位 武藤 光浩

79.421.61015150136位 大内 武人
79.433.61135459137位 高橋 佐代子
79.632.41125458138位 三浦 照生
79.68.4884444139位 島抜 保典
79.825.21055649140位 佐藤 善昭

80.06.0864937141位 末永 半次
80.012.0924448142位 脇坂 雄二
80.024.01045153143位 半澤 宣幸
80.228.81095653144位 官野 美子
80.234.81155857145位 阿部 スマ子

80.210.8914645146位 森田 徳治
80.216.8975047147位 遊佐 和博
80.421.61025052148位 伊東 秀雄
80.68.4893950149位 太田 岩夫
80.620.41015051150位 岩崎 賢治

80.819.21004852151位 渡辺 一郎
80.825.21065155152位 後藤 芳一
81.012.0934449153位 丹野 秀進
81.036.01176255154位 山川 久美子
81.222.81045252155位 木村 スミ子

81.216.8984355156位 小椋 伍
81.825.21075453157位 本多 金一
82.234.81175562158位 武田 京子
82.216.8995544159位 安斎 信幸
82.831.21145361160位 菅野 真由美
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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  

83.216.81004852161位 三瓶 修蔵
83.421.61055550162位 坂内 祥雄
83.620.41045549163位 木村 政明
83.825.21095554164位 遠藤 喜志雄
84.024.01084959165位 松川 延安

84.234.81195861166位 山崎 敦
85.036.01215764167位 後藤 宏幸
85.036.01216061168位 桃井 和信
95.036.01316665169位 吉田 雄紀

123.036.01597584170位 北澤 ルミ


