
アサヒスーパーカップ 2020
日2020年 8 月 6 (木)
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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
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  

69.210.8804436優  勝 大野 孝男
69.210.8803644準優勝 溝井 勝紀
69.819.28953363位 坂本 新一
69.831.210136654位 小椋 伍

飛賞 70.24.87539365位 三ツ本 光照

ＢＧ 70.4-2.46836326位 佐久間 和夫
70.68.47943367位 菊田 政雄
70.68.47936438位 森重 幸一
70.62.47336379位 藤川 重雄

飛賞 70.68.479364310位 新田 朗

70.87.278364211位 野地 千尋
70.87.278364212位 箭内 恒昭
71.00.071363513位 大内 芳弘
71.018.089533614位 武藤 亨俊

飛賞 71.00.071363515位 渡辺 健

71.012.083364716位 佐藤 孝治
71.24.876364017位 阿部 伊佐美
71.24.876364018位 官野 一夫
71.24.876364019位 草野 善幸

飛賞 71.24.876403620位 猪俣 與信

71.210.882463621位 遠藤 義栄
71.210.882364622位 橋本 和久
71.24.876364023位 長谷川 充人
71.24.876364024位 安田 英一

飛賞 71.210.882364625位 大森 香奈

71.49.681453626位 谷沢 敏男
71.49.681453627位 橋本 富夫
71.49.681364528位 押山 孝雄
71.49.681364529位 大河原 隆哉

飛賞 71.43.675363930位 渡辺 智広

71.43.675363931位 御代田 容市
71.68.480364432位 西間木 銀志
71.68.480443633位 鈴木 明
71.68.480364434位 小池 保二

飛賞 71.620.492365635位 本多 百合子

71.68.480364436位 鴫原 長正
71.68.480364437位 志賀 良彦
71.68.480364438位 遠藤 孝志
71.87.279433639位 神 則夫

飛賞 71.87.279364340位 佐藤 基

71.87.279364341位 矢吹 将士
72.012.084483642位 乙訓 豊詞
72.018.090365443位 菅野 喜久江
72.06.078423644位 斎藤 友吉

飛賞 72.06.078364245位 津守 千恵子

72.06.078364246位 小野 利美
72.06.078364247位 根本 和彦
72.012.084483648位 高島 一吉
72.06.078423649位 西 智幸

飛賞 72.210.883364750位 菊地 皎一

72.210.883473651位 吉田 靖男
72.216.889533652位 冨田 一吉
72.210.883364753位 菅野 忠男
72.24.877364154位 国分 栄次

飛賞 72.24.877364155位 菅野 和幸

72.210.883364756位 鈴木 覚
72.43.676403657位 阿部 孝一
72.43.676364058位 川名 正勝
72.43.676364059位 佐戸川 隆

飛賞 72.43.676403660位 赤井 義徳

72.4-2.470363461位 菅野 彦
72.49.682463662位 武田 昌枝
72.49.682463663位 北沢 優一
72.49.682364664位 山崎 洋一郎

飛賞 72.49.682364665位 持舘 智

72.68.481453666位 菊田 栄作
72.68.481364567位 官野 力
72.614.487365168位 国分 一広
72.62.475363969位 小椋 恵一

飛賞 72.62.475363970位 遠藤 幸二

72.68.481364571位 力丸 政樹
72.87.280364472位 安藤 憲治
72.87.280364473位 加藤 粛
72.813.286365074位 丸鶴 賢二

飛賞 72.81.274363875位 菅野 国夫

72.81.274363876位 古川 昌宏
72.87.280364477位 亀岡 芳明
72.813.286365078位 高橋 哲已
73.00.073373679位 丹治 重行

飛賞 73.06.079433680位 佐藤 功
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隠しﾎｰﾙ: ＊ ＊＊ ＊＊＊
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
＊ ＊ ＊＊＊＊
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＊＊＊＊＊ ＊
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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  

73.018.091365581位 渡辺 一郎
73.06.079433682位 武田 富夫
73.06.079433683位 橋本 隆夫
73.06.079364384位 野村 三男

飛賞 73.06.079364385位 三瓶 英子

73.06.079364386位 津守 義忠
73.012.085364987位 佐久間 清江
73.06.079433688位 多田 耕一
73.012.085364989位 佐藤 健志

飛賞 73.216.890543690位 根本 隆

73.24.878423691位 武田 徳男
73.2-1.272363692位 稲村 敏明
73.210.884364893位 今 正彦
73.210.884364894位 門馬 茂

飛賞 73.210.884364895位 四家 武彦

73.216.890365496位 牛河内 邦明
73.24.878364297位 大本 雅晴
73.24.878364298位 飛澤 徳幸
73.210.884364899位 山口 悠太

飛賞 73.210.8843648100位 田中 俊一郎

73.415.6893653101位 伊藤 クニ
73.49.6833647102位 三浦 圭子
73.49.6833647103位 斎藤 嘉憲
73.68.4823646104位 高野 實

飛賞 73.68.4823646105位 福冨 義男

73.68.4823646106位 兼谷 典寿
73.68.4823646107位 久野 裕正
73.87.2813645108位 菅野 正智
73.87.2813645109位 渡辺 洋三

飛賞 73.81.2753639110位 山田 孝光

73.87.2814536111位 大波 久好
73.813.2873651112位 丹治 信雄
73.87.2814536113位 木村 フミ子
73.813.2875136114位 高野 義文

飛賞 73.87.2814536115位 本田 幸一

73.813.2873651116位 武藤 典夫
73.87.2814536117位 本田 末子
73.87.2814536118位 三浦 正一
73.813.2873651119位 根本 俊一

飛賞 73.813.2873651120位 小熊 崇

74.012.0863650121位 登梛 尚武
74.012.0865036122位 武田 登
74.012.0863650123位 本多 金一
74.012.0863650124位 山口 秀男

飛賞 74.06.0803644125位 伊東 秀雄

74.012.0865036126位 後藤 芳一
74.018.0923656127位 渡辺 一正
74.012.0863650128位 官野 美子
74.018.0923656129位 高橋 由紀夫

飛賞 74.00.0743638130位 本多 和一

74.012.0865036131位 真船 美津子
74.00.0743836132位 根本 栄二
74.06.0803644133位 村上 遊雲
74.210.8853649134位 鈴木 忠治

飛賞 74.24.8793643135位 佐藤 久男

74.210.8854936136位 渡辺 たか子
ＢＧ 74.2-1.2733736137位 大内 淳子

74.43.6783642138位 菅野 進
74.49.6844836139位 増子 秀夫

飛賞 74.415.6903654140位 佐久間 絢子

74.415.6903654141位 矢内 正英
74.49.6844836142位 寺西 正治
74.49.6843648143位 古宮 敏重
74.415.6903654144位 大内 紀正

飛賞 74.415.6903654145位 官野 せい子

74.43.6783642146位 福冨 本子
74.49.6843648147位 遠藤 恒
74.415.6903654148位 阿部 スマ子
74.49.6843648149位 三瓶 明美

飛賞 74.49.6843648150位 長谷川 光洋

74.415.6903654151位 松原 裕樹
74.421.6963660152位 熊田 美久
74.614.4893653153位 國分 喜実夫
74.614.4895336154位 武田 京子

飛賞 74.68.4833647155位 渡辺 孝夫

74.68.4833647156位 矢島 寛章
74.614.4895336157位 矢内 宏
74.68.4833647158位 佐藤 善昭
74.87.2824636159位 上松 英明

飛賞 74.81.2763640160位 阿部 忠
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隠しﾎｰﾙ: ＊ ＊＊ ＊＊＊
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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  

74.87.2824636161位 寺島 剛
74.813.2883652162位 早坂 正
74.813.2883652163位 瀬下 夏生
74.825.21003664164位 佐久間 譲

飛賞 74.87.2824636165位 安斎 信幸

74.813.2883652166位 遠藤 将勝
74.813.2883652167位 小檜山 達也
74.81.2763640168位 村瀬 拓眞
75.06.0814536169位 野地 喜好

飛賞 75.018.0935736170位 寺西 真理子

75.06.0814536171位 木村 武義
75.012.0873651172位 宮内 信雄
75.012.0873651173位 上石 美代子
75.012.0873651174位 齋藤 淳史

飛賞 75.018.0933657175位 巻口 肇

75.012.0873651176位 菅野 功
75.210.8863650177位 大内 武人
75.210.8865036178位 佐竹 弘一
75.210.8863650179位 石川 忠男

飛賞 75.210.8863650180位 矢吹 誠司

75.216.8923656181位 松尾 由紀子
75.210.8863650182位 小山 嗣雄
75.43.6794336183位 安部 道夫
75.49.6853649184位 長谷川 幸雄

飛賞 75.415.6915536185位 斎藤 孝男

75.49.6853649186位 泉田 繁
75.43.6793643187位 三津間 茂
75.49.6853649188位 阿部 芳徳
75.614.4903654189位 加藤 和子

飛賞 75.68.4843648190位 真壁 雄一

75.68.4843648191位 佐久間 健一郎
75.68.4843648192位 安齋 則夫
75.620.4966036193位 高野 明子
75.68.4843648194位 渡邉 恵美

飛賞 75.87.2833647195位 田神 勝男

76.012.0885236196位 渡邉 稔幸
76.06.0824636197位 森田 徳治
76.012.0883652198位 神尾 敏雄
76.06.0824636199位 市川 伸次

飛賞 76.06.0824636200位 佐藤 正弘

76.210.8875136201位 清水 豊
76.24.8814536202位 丹野 秀進
76.24.8813645203位 高橋 健
76.216.8933657204位 熊谷 彬

飛賞 76.43.6804436205位 鈴木 善昭

76.43.6803644206位 本多 正広
76.626.41033667207位 山崎 清志
76.62.4794336208位 齋藤 孝志
76.813.2905436209位 渡辺 市弥

飛賞 77.012.0895336210位 鈴木 一男

77.018.0953659211位 佐藤 一吉
77.018.0953659212位 武田 明弘
77.216.8943658213位 鈴木 さなえ
77.421.6993663214位 丹治 絹子

飛賞 77.43.6814536215位 小椋 代喜

77.427.61056936216位 北澤 ルミ
77.813.2913655217位 村松 正明
77.87.2853649218位 清野 良一
78.012.0903654219位 佐藤 善市

飛賞 78.24.8834736220位 佐藤 哲雄

78.49.6885236221位 鴫原 裕子
78.49.6883652222位 菅野 真由美
78.819.2983662223位 清野 文子
79.06.0854936224位 大内 新一

飛賞 79.06.0853649225位 渡辺 豊

79.819.2996336226位 武田 健生
ＢＢ 81.210.8925636227位 山田 昭子
ＢＭ 82.234.81173681228位 渕田 賢一


