
日2021 年 3 月 10 (水)

山口ﾚｲﾝﾎﾞｰﾋﾙｽﾞ豊田湖ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

2021.03.10 (水)17:42:53 P-1

＊ ＊＊ ＊＊＊

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

＊ ＊＊＊ ＊ ＊

⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱

競技方法 :

打数制限 :

HDCP上 男性:

HDCP下 男性:

新ペリア
PAR×2

36.0
-99.9

女性: 36.0
-99.9

順 位 競技者名 GROSS HDCP NET 順 位 競技者名 GROSS HDCP NETOUT IN OUT IN

INOUT

女性:

飛賞 69.614.4844341優  勝 石田 龍司
飛賞 70.626.4975047準優勝 佐藤 明美
飛賞 71.018.08949403位 市村 重夫
飛賞 71.222.89448464位 谷口 勉
飛賞 71.620.49245475位 黒木 文生
飛賞 71.68.48043376位 藤丸 勝
飛賞 71.87.27941387位 武永 正晴
飛賞 71.813.28546398位 右田 啓二
飛賞 72.030.010252509位 宇原 勇三
飛賞 72.018.090484210位 頃末 ひろ子

72.222.895494611位 西村 貴幸
72.49.682384412位 中村 雅則

ＢＧ 72.43.676383813位 平野 早人
72.49.682414114位 村岡 秀樹

飛賞 72.49.682424015位 小田村 正行
72.421.694494516位 中田 朋之
72.49.682433917位 河本 勇
72.415.688464218位 岡本 隆
72.87.280394119位 藏本 房江

飛賞 72.825.298485020位 藤山 敦美
72.813.286434321位 中本 美津子
72.825.298504822位 池田 幸雄
72.813.286454123位 藤中 博
73.216.890444624位 安藤 薫

飛賞 73.216.890494125位 国友 政則
73.49.683414226位 畑中 敏孝
73.421.695474827位 河津 浩一
73.415.689444528位 石川 和保
73.49.683434029位 三宅 博之

飛賞 73.68.482424030位 金本 典弘
73.813.287444331位 吉本 譲
73.819.293484532位 藤村 馨
74.018.092484433位 三宅 和美
74.228.8103445934位 濱田 広宣

飛賞 74.222.897455235位 藤野 文彦
74.222.897475036位 大林 康代
74.216.891454637位 松下 順一
74.210.885444138位 松下 成雄
74.222.897514639位 中村 成彦

飛賞 74.421.696484840位 小清水 喜代孝

74.415.690464441位 山下 賢一
74.49.684453942位 静間 正光
74.620.495474843位 高岸 俊夫
74.626.4101515044位 大石 誠

飛賞 74.68.483453845位 岸 将司
74.819.294464846位 田中 努
74.87.282414147位 土井 栄男
74.87.282414148位 杉山 承坤
74.87.282424049位 西嶋 利之

飛賞 74.819.294494550位 原田 孝明
74.819.294494551位 齊藤 昌昭
75.018.093464752位 平本 巧
75.018.093464753位 稲葉 進
75.018.093484554位 稗田 秀光

飛賞 75.06.081433855位 佐久間 菜穂美
75.018.093494456位 手嶋 智彦
75.018.093514257位 佐藤 良子
75.222.898485058位 木村 悦子
75.228.8104525259位 矢野 隆洋

飛賞 75.210.886444260位 栗本 克彦
75.216.892474561位 福井 彪
75.427.6103525162位 小松 昭子
75.421.697504763位 福本 清隆
75.421.697514664位 後藤 昌宏

飛賞 75.68.484384665位 大川 義博
75.68.484434166位 片山 純一
75.626.4102554767位 西 将之介
75.819.295474868位 本田 孝二
75.813.289444569位 岸 重典

飛賞 75.819.295484770位 中田 静子
75.825.2101515071位 立川 淳史
76.024.0100495172位 松井 鈴子
76.018.094464873位 福田 一彦
76.024.0100505074位 山口 暢代

飛賞 76.024.0100505075位 宮永 敬子
76.024.0100514976位 頃末 行男
76.012.088454377位 沖野 雅昭
76.024.0100514978位 光永 優規
76.018.094484679位 山本 英男

飛賞 76.018.094514380位 吉津 由紀夫



日2021 年 3 月 10 (水)

山口ﾚｲﾝﾎﾞｰﾋﾙｽﾞ豊田湖ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

2021.03.10 (水)17:42:53 P-2

＊ ＊＊ ＊＊＊

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

＊ ＊＊＊ ＊ ＊

⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱

競技方法 :

打数制限 :

HDCP上 男性:

HDCP下 男性:

新ペリア
PAR×2

36.0
-99.9

女性: 36.0
-99.9

順 位 競技者名 GROSS HDCP NET 順 位 競技者名 GROSS HDCP NETOUT IN OUT IN

INOUT

女性:

76.228.8105495681位 安成 信仁
76.216.893444982位 岩田 憲佳
76.210.887434483位 山口 政俊
76.222.899504984位 柴田 栄次

飛賞 76.222.899524785位 大和 洋登
76.222.899534686位 大山 正明
76.222.899544587位 中田 稔
76.427.6104475788位 松久 奈央
76.421.698475189位 中嶋 利昭

飛賞 76.415.692474590位 驛場 智樹
76.415.692474591位 酒井 清行
76.421.698504892位 工藤 和徳
76.62.479384193位 赤澤 亜樹斗
76.620.497484994位 林田 嘉治

飛賞 76.620.497494895位 岩本 健
76.620.497494896位 津田 真由美
76.68.485463997位 塚本 耕三
76.819.296465098位 右田 美鳥
76.825.2102495399位 城石 豊

飛賞 76.813.2904446100位 宮本 千鶴子
76.819.2964749101位 高村 勉
76.819.2964848102位 田丸 聰彦
76.87.2844440103位 市川 正典
76.825.21025448104位 中川 裕二

飛賞 76.825.21025646105位 西嶋 泰子
77.012.0894346106位 嶋谷 尚幸
77.06.0834340107位 宮本 伸
77.024.01015546108位 酒井 好男
77.018.0955342109位 河村 英雄

飛賞 77.210.8884345110位 森田 成男
77.216.8944648111位 玉田 永守
77.222.81005050112位 末永 孝則
77.228.81065353113位 山口 弘幸
77.216.8944747114位 柴崎 克

飛賞 77.228.81065452115位 松浦 孝信
77.216.8944945116位 青木 伸一
77.216.8944945117位 岡田 康典
77.427.61055253118位 藤本 征之
77.415.6934746119位 岡崎 忠親

飛賞 77.421.6995049120位 大石 琢己

77.433.61115853121位 昇地 智恵
77.427.61055550122位 河村 英典
77.421.6995247123位 下崎 義明
77.614.4924646124位 小笹 健二

飛賞 77.68.4864640125位 五郎丸 弘昭
77.825.21034954126位 笹山 栄子
77.825.21035251127位 福永 重和
78.024.01024854128位 藤本 裕治
78.018.0964551129位 荒澤 秀男

飛賞 78.018.0964650130位 村田 広則
78.024.01025250131位 富久 禎三
78.030.01085850132位 下地 賢
78.216.8954550133位 林 克己
78.216.8954649134位 岡西 友弘

飛賞 78.222.81015150135位 柴田 博行
78.234.81136053136位 岡本 博人
78.415.6944549137位 吉津 清美
78.433.61125755138位 井上 義幸
78.421.61005149139位 松田 雅幸

飛賞 78.433.61125953140位 上野 健一郎
78.421.61005545141位 田代 俊彦
79.036.01155362142位 山根 恵子
79.024.01034855143位 小林 敏之
79.024.01034954144位 大呑 講治

飛賞 79.036.01155659145位 寺尾 恒知
79.210.8904446146位 松岡 正和
79.210.8904545147位 藤岡 信幸
79.234.81145856148位 坂田 敦子
79.222.81025349149位 椛田 俊雄

飛賞 79.427.61075651150位 北村 正弘
79.427.61075750151位 千田 建次
79.614.4944747152位 頃末 康二
79.819.2994752153位 永見 一夫
79.813.2934449154位 野上 貴弘

飛賞 79.87.2874443155位 吉冨 誠
79.819.2995148156位 今浪 進
79.825.21055649157位 古谷 傅治
80.018.0984751158位 中川 洋一
80.024.01045054159位 松本 晋一

飛賞 80.024.01045351160位 松永 公美子



日2021 年 3 月 10 (水)

山口ﾚｲﾝﾎﾞｰﾋﾙｽﾞ豊田湖ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

2021.03.10 (水)17:42:53 P-3

＊ ＊＊ ＊＊＊

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

＊ ＊＊＊ ＊ ＊

⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱

競技方法 :

打数制限 :

HDCP上 男性:

HDCP下 男性:

新ペリア
PAR×2

36.0
-99.9

女性: 36.0
-99.9

順 位 競技者名 GROSS HDCP NET 順 位 競技者名 GROSS HDCP NETOUT IN OUT IN

INOUT

女性:

80.036.01166056161位 山本 明美
80.024.01045549162位 宮本 幸乃
80.222.81034657163位 村田 康年
80.222.81034855164位 大藤 武史

飛賞 80.210.8914645165位 江島 初江
80.427.61085256166位 野上 陽子
80.433.61145757167位 中尾 久美
80.626.41075453168位 河村 真吾
80.626.41075453169位 中尾 千代美

飛賞 80.626.41075651170位 頃末 明美
80.813.2944648171位 原田 学
80.819.21005248172位 川野 敏昭
81.036.01176156173位 大崎 靖生
81.216.8984949174位 伊井 弘実

飛賞 81.216.8985147175位 鈴木 浩明
81.228.81105753176位 岡村 亮也
81.427.61095158177位 品川 憲
81.433.61155758178位 安村 章
81.626.41085256179位 中尾 仁紀

飛賞 81.626.41085553180位 児玉 年広
81.620.41025448181位 森重 直幸
82.024.01065254182位 木村 秀彦
82.222.81055055183位 緒方 優一郎
82.427.61104862184位 梅田 康仁

飛賞 82.415.6984850185位 佐々木 洋一
82.632.41156055186位 大山 恵美
82.632.41156253187位 山根 不二子
82.825.21085355188位 東上 雄三
83.433.61175760189位 恋河内 李奈

飛賞 83.626.41105159190位 品川 正次
83.831.21156055191位 木村 昭則
83.813.2975344192位 大川 正博
84.018.01025151193位 本田 守
84.228.81135855194位 荒川 剛

飛賞 84.433.61186256195位 長野 秀信
85.018.01035449196位 長野 美稔
85.036.01216457197位 江本 勲
85.222.81085751198位 上田 幸成
85.831.21175265199位 梅田 芳則

飛賞 85.825.21115853200位 松永 信治

86.222.81095653201位 永井 宏次
86.433.61206654202位 野崎 勝美
87.030.01175562203位 藤岡 寛子
87.036.01236063204位 山田 稔

飛賞 89.036.01256065205位 西田 罔
90.036.01266363206位 尾倉 綾
90.036.01266462207位 木下 美重子
92.036.01286266208位 国友 佑樹
92.036.01286563209位 伊藤 忠善

飛賞 92.036.01286860210位 永島 聖也
94.036.01306862211位 中川 佳子
96.036.01326468212位 市川 由紀子

100.036.01366670213位 霜田 美貴
ＢＢ 106.036.01427270214位 肌野 悦司
ＢＭ 125.036.01618279215位 山下 恵美子


