
ロングランコンペ
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ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 2021.05.11 (火) 12:06:54 P-1
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競技方法 :

打数制限 :
HDCP上 男:
HDCP下 男:

ペリア１２
制限なし
999.9

0.0
女:

女:
999.9

0.0

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

68.216.8854441優  勝 川瀬 英治
68.421.6905040準優勝 大宮 秀樹
68.626.49543523位 小林 政則
68.813.28244384位 加藤 雄一郎
69.240.811057535位 鈴木 容子
69.620.49045456位 永草 基巳
69.620.49039517位 川瀬 英治
69.825.29549468位 古田 正一
70.216.88746419位 吉村 敏博
70.421.692405210位 後藤 信男
70.68.479403911位 山本 高正
70.614.485463912位 桜井 兵治
70.819.290395113位 阿部 英司
70.819.290434714位 古山 利一
70.819.290504015位 吉村 敏博
70.825.296474916位 阿部 紀子
70.825.296494717位 鈴村 恵美子
71.018.089444518位 五十部 大五郎
71.030.0101505119位 新實 康高
71.030.0101515020位 伊佐治 尚
71.24.876373921位 守山 幹生
71.216.888444422位 加藤 義隆
71.216.888394923位 阿部 英司
71.216.888424624位 吉村 敏博
71.216.888434525位 伊藤 登
71.222.894445026位 青山 守男
71.234.8106545227位 田川 宏
71.234.8106525428位 木本 茂雄
71.415.687424529位 松原 鈴子
71.415.687464130位 木村 左右和
71.415.687444331位 山本 高正
71.421.693444932位 深谷 安孝
71.421.693464732位 深谷 安孝
71.421.693415234位 佐々木 厚
71.614.486444235位 加藤 良一
71.620.492454736位 金澤 充
71.626.498435537位 伊藤 正弘
71.626.498504838位 岸田 晋
71.819.291454639位 頼永 直三
71.825.297514640位 中島 克久
71.825.297494841位 二ツ谷 将彦
72.012.084414342位 鎌倉 保幸
72.012.084404443位 森 俊彦
72.018.090474344位 津留 博
72.018.090494145位 阿部 英司

72.018.090474346位 後藤 信男
72.216.889474247位 阿部 英司
72.216.889434648位 鈴木 英夫
72.222.895474849位 竹野入 擴
72.222.895455050位 片山 時和
72.228.8101495251位 水口 久男
72.234.8107565152位 原 民江
72.49.682404253位 木村 左右和
72.49.682404254位 髙田 勉
72.49.682384455位 桶野 昌則
72.415.688434556位 今井 吉幸
72.421.694454957位 杉本 庸子
72.421.694464858位 阿部 紀子
72.421.694474759位 加藤 良一
72.427.6100475360位 小林 健二
72.427.6100505061位 山口 拓巳
72.427.6100465462位 板頭 和彦
72.68.481404163位 加藤 義隆
72.614.487434464位 永草 基巳
72.614.487434465位 木村 左右和
72.620.493474666位 後藤 信男
72.620.493454867位 鈴木 誉
72.87.280404068位 川瀬 英治
72.813.286414569位 成木 龍美
72.813.286404670位 曽我 伸一
72.813.286404671位 青山 守男
72.813.286434372位 太田 隆
72.813.286473973位 桜井 兵治
72.819.292454774位 村瀬 松治
72.825.298494975位 杉本 庸子
72.825.298494975位 杉本 庸子
72.825.298524677位 桶野 祐樹
73.018.091444778位 阿部 英司
73.018.091464579位 各務 修吉
73.018.091434880位 三島 明
73.018.091464581位 小栗 靖司
73.018.091464582位 渡辺 稔幸
73.024.097504783位 小林 健二
73.036.0109486184位 金澤 充
73.210.884444085位 柴田 博明
73.210.884434186位 田中 祥之
73.210.884424287位 田口 守一
73.216.890444688位 本多 裕孝
73.216.890484289位 阿部 紀子
73.222.896504690位 今井 吉幸
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73.222.896465091位 槫澤 春幸
73.228.8102515192位 小林 健二
73.240.8114575793位 牧野 康隆
73.49.683434094位 春藤 美佐子
73.415.689414895位 山本 高正
73.415.689464396位 曽我 伸一
73.415.689424797位 鈴木 英夫
73.421.695464998位 可知 昌行
73.421.695474899位 垣内 あきよ
73.421.6954748100位 阿部 英司
73.421.6954748101位 古山 利一
73.421.6954847102位 森 佳子
73.421.6954946103位 中島 克久
73.421.6954946104位 桜井 兵治
73.427.61015546105位 本多 裕孝
73.427.61014952106位 杉本 潤
73.427.61015051107位 宮田 義和
73.614.4884543108位 曽我 伸一
73.620.4944549109位 西田 豊
73.620.4944846110位 阿部 英司
73.620.4944846111位 鎌倉 千佐子
73.620.4944945112位 曽我 伸一
73.620.4944648113位 鈴村 恵美子
73.626.41005248114位 阿部 紀子
73.626.41004753114位 阿部 紀子
73.632.41065254116位 竹野入 擴
73.638.41125854117位 野村 武弘
73.638.41125755118位 水口 久男
73.638.41125359119位 松岡 慶次
73.87.2814239120位 川瀬 英治
73.813.2874344121位 河合 純一
73.813.2874542122位 柴田 博明
73.813.2874443123位 永草 基巳
73.813.2874443124位 佐々木 厚
73.819.2934647125位 垣内 あきよ
73.819.2934746126位 古山 利一
73.819.2934746127位 木村 左右和
73.819.2934548128位 神崎 勝朗
73.819.2934647129位 渡辺 映
73.825.2994950130位 松原 鈴子
73.825.2994851131位 横井 敦
73.831.21055451132位 清水 洋嗣
73.831.21055253133位 佐藤 治
73.849.21236558134位 樋代 真吾
74.012.0864442135位 柴田 博明

74.012.0864541136位 小林 政則
74.018.0924349137位 阿部 英司
74.018.0924844138位 吉村 敏博
74.018.0924646139位 小林 ひな子
74.024.0984751140位 古田 正一
74.024.0985246141位 三島 明
74.030.01045648142位 宮田 義和
74.030.01045846143位 金澤 充
74.036.01105159144位 木村 左右和
74.036.01105555145位 柴原 武宣
74.210.8854342146位 垣内 あきよ
74.216.8914150147位 北澤 智
74.216.8914744148位 小林 ひな子
74.222.8975047149位 牧野 康隆
74.228.81035647150位 宮嶋 功
74.228.81035251151位 青木 純二
74.228.81035251152位 吉川 裕也
74.234.81095950153位 木本 茂雄
74.234.81095653154位 金澤 充
74.49.6844242155位 塩野谷 成一
74.415.6904050156位 垣内 あきよ
74.415.6904644157位 吉村 敏博
74.415.6904743158位 鈴木 英夫
74.415.6904644159位 深谷 安孝
74.421.6964551160位 征矢 幸雄
74.421.6964848161位 阿部 英司
74.421.6964947162位 鈴村 恵美子
74.421.6964551163位 三島 明
74.421.6964749164位 熊崎 勝幸
74.427.61025349165位 中島 克久
74.433.61085553166位 米増 秀明
74.68.4833944167位 村瀬 松治
74.68.4833944168位 桜井 兵治
74.614.4894544169位 志津 安直
74.614.4894544170位 鈴木 英夫
74.620.4954649171位 鈴村 恵美子
74.620.4954847172位 中村 恵美子
74.632.41075354173位 小島 由城経
74.632.41075453174位 常世田 勝己
74.813.2884543175位 永草 基巳
74.813.2884345176位 木村 栄一郎
74.813.2884642177位 小林 ひな子
74.819.2944549178位 水口 久男
74.819.2944747179位 塩野谷 成一
74.819.2944648180位 杉浦 岩雄
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74.819.2945143181位 板頭 和彦
74.825.21005347182位 木本 茂雄
74.825.21005050183位 杉本 潤
74.825.21005149184位 金澤 充
74.831.21065551185位 伊佐治 尚
74.837.21125755186位 石其 克浩
75.06.0814140187位 菅井 康義
75.012.0874245188位 阿部 英司
75.012.0874245189位 古山 利一
75.012.0874344190位 曽我 伸一
75.012.0874542191位 河合 徹也
75.018.0934647192位 前田 健一
75.018.0934944193位 水口 久男
75.018.0934548194位 塩野谷 成一
75.018.0934746195位 原田 勝美
75.024.0995148196位 蒲 隆宏
75.030.01055154197位 可知 和人
75.030.01055550198位 原嶋 明宏
75.030.01055352199位 小木曽 輝栄
75.042.01175958200位 伊藤 嘉文
75.216.8924844201位 阿部 英司
75.216.8924745202位 村瀬 松治
75.222.8984751203位 征矢 幸雄
75.222.8985048204位 阿部 紀子
75.222.8984751205位 水口 久男
75.240.81166551206位 西尾 実雄
75.240.81165561207位 村瀬 久子
75.240.81165660208位 増田 正樹
75.240.81165858209位 金澤 充
75.246.81225864210位 真鍋 義弘
75.252.81286266211位 久木 聡
75.49.6854342212位 山本 高正
75.415.6914348213位 垣内 あきよ
75.415.6914546214位 後藤 信男
75.415.6915041215位 村瀬 松治
75.415.6914645216位 佐々木 厚
75.421.6975146217位 河合 純一
75.421.6975146218位 加藤 良一
75.421.6974849219位 堀 勇一
75.427.61035152220位 阿部 紀子
75.427.61035053221位 水口 久男
75.427.61034954222位 牧野 正
75.427.61035350223位 北原 正裕
75.433.61095356224位 原田 紀子
75.68.4844044225位 加藤 義隆

75.614.4904446226位 松原 鈴子
75.614.4904644227位 山本 高正
75.614.4904743228位 鈴木 英夫
75.614.4904743229位 鈴木 俊貴
75.620.4964749230位 征矢 幸雄
75.620.4964749231位 原 滿夫
75.620.4964848232位 杉本 庸子
75.620.4964650233位 水口 久男
75.620.4964749234位 青山 守男
75.620.4964947235位 井口 昭彦
75.620.4964848236位 森 重幸
75.626.41025349237位 小林 ひな子
75.626.41024755238位 渡邊 勝幸
75.626.41025052239位 小山 和俊
75.632.41085157240位 木村 左右和
75.87.2834340241位 阿部 英司
75.813.2894247242位 永草 基巳
75.819.2954649243位 大森 清雄
75.825.21014853244位 小林 健二
75.831.21075354245位 沢 章好
75.831.21074958246位 杉本 潤
76.012.0884345247位 永草 基巳
76.012.0884543248位 塩野谷 成一
76.018.0944549249位 小林 ひな子
76.024.01004951250位 水口 久男
76.024.01005050251位 加藤 良一
76.024.01004852252位 小林 政則
76.024.01004456253位 山本 悦代
76.024.01004852254位 原 啓仁
76.030.01065155255位 加藤 郁子
76.030.01065056256位 小林 ひな子
76.030.01065650257位 神谷 充範
76.036.01125458258位 小林 政則
76.042.01185662259位 近藤 拓也
76.210.8874443260位 阿部 英司
76.210.8874344261位 桶野 昌則
76.216.8934449262位 山本 悦代
76.216.8934746263位 吉本 裕彦
76.222.8994950264位 蒲 隆宏
76.222.8995148265位 杉本 潤
76.222.8995247266位 白澤 富男
76.222.8995346267位 冨岡 次郎
76.222.8995049268位 板頭 和彦
76.49.6864343269位 小林 ひな子
76.415.6924448270位 後藤 大作
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76.415.6924547271位 木村 栄一郎
76.421.6984751272位 征矢 幸雄
76.421.6984652272位 征矢 幸雄
76.421.6984652274位 後藤 信男
76.421.6984454275位 山本 悦代
76.421.6984850276位 小林 ひな子
76.68.4854342277位 水口 久男
76.68.4853946278位 三島 明
76.614.4914249279位 杉本 庸子
76.614.4914546280位 山田 亨
76.620.4975245281位 古山 利一
76.626.41035251282位 丹羽 正浩
76.626.41035251283位 田澤 重彦
76.626.41034855284位 小川 由起子
76.626.41035449285位 森本 雅彦
76.638.41155659286位 曽出 武司
76.813.2904347287位 古久保 正人
76.813.2904545288位 鈴木 誉
76.819.2964650289位 本多 裕孝
76.819.2965244290位 山本 悦代
76.819.2964848291位 板頭 和彦
76.825.21025151292位 竹野入 擴
76.825.21025151293位 大山 清
76.825.21025151294位 小林 真
76.825.21025151295位 阿部 紀子
76.825.21025151296位 小林 健二
76.825.21025547297位 小林 政則
76.825.21024656298位 深谷 安孝
76.831.21085454299位 小林 健二
76.831.21085454300位 山本 悦代
76.831.21085850301位 今井 明良
76.837.21145856302位 織田 稔
76.873.21507377303位 油井 喬衣
77.012.0894445304位 青山 守男
77.012.0894445305位 山本 博
77.018.0954946306位 原 滿夫
77.018.0955144307位 佐々木 厚
77.024.01015546308位 宮田 進
77.024.01014853309位 鈴村 希夫
77.024.01015249310位 青山 和弘
77.030.01075750311位 木本 茂雄
77.030.01075354312位 村瀬 久子
77.036.01135459313位 山下 善久
77.24.8824339314位 河本 貴史
77.216.8944846315位 川瀬 英治

77.216.8944945316位 小林 政則
77.222.81005050317位 可知 昌行
77.222.81005347318位 小林 政則
77.228.81065056319位 村瀬 久子
77.246.81246460320位 今泉 宏紀
77.415.6934251321位 片山 時和
77.415.6934746322位 村瀬 松治
77.421.6994752323位 成木 龍美
77.421.6995148324位 阿部 紀子
77.427.61054956325位 片山 時和
77.427.61055055326位 牧野 康隆
77.427.61055352327位 土屋 仁志
77.445.61236063328位 八木 茂樹
77.62.4804139329位 中島 秀明
77.614.4924646330位 加藤 昭洋
77.620.4985048331位 小林 ひな子
77.626.41044955332位 小川 由起子
77.632.41105852333位 塚本 宏
77.632.41105654334位 須藤 正昭
77.632.41105555335位 荒井 裕美
77.87.2854243336位 鎌倉 保幸
77.819.2974849337位 石其 克浩
77.825.21034954338位 三浦 博
77.825.21035350339位 村瀬 久子
77.825.21035152340位 岸田 晋
77.831.21095455341位 長瀬 和行
77.837.21155560342位 高橋 明弘
77.837.21155659343位 松木 千歳
77.867.21456976344位 油井 喬衣
78.018.0965244345位 佐々木 厚
78.024.01024854346位 可知 昌行
78.024.01025151347位 古山 義晃
78.030.01085751348位 水口 久男
78.036.01145361349位 原 兼美
78.210.8894247350位 郷原 基幸
78.216.8955144351位 木本 茂雄
78.216.8954649352位 深谷 安孝
78.222.81014952353位 杉本 潤
78.222.81014754354位 小林 政則
78.240.81195960355位 五十嵐 法美
78.49.6884345356位 鈴村 希夫
78.415.6945143357位 勝川 鋭一
78.421.61005149358位 竹野入 擴
78.427.61065452359位 後藤 満明
78.427.61065056360位 石其 克浩



ロングランコンペ
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競技方法 :

打数制限 :
HDCP上 男:
HDCP下 男:

ペリア１２
制限なし
999.9

0.0
女:

女:
999.9

0.0

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

78.433.61125557361位 小林 真
78.433.61125656362位 小島 由城経
78.445.61246262363位 垣外 賢二
78.614.4934548364位 石原 昭弘
78.614.4934449365位 宮田 義和
78.620.4994950366位 岩崎 健二
78.626.41055550367位 本多 裕孝
78.626.41055451368位 金田 功治
78.626.41055550369位 沢 宏宣
78.632.41115358370位 木本 茂雄
78.638.41176156371位 三浦 ひろ子
78.638.41175760372位 酒井 髙男
78.813.2924646373位 阿部 紀子
78.813.2924349374位 城戸 順康
78.819.2985048375位 酒井 吉三郎
78.819.2985147376位 小林 政則
78.819.2984751377位 小林 ひな子
78.825.21045450378位 小林 政則
78.825.21045252379位 牧野 康隆
78.825.21046539380位 井上 鉄三
78.837.21165462381位 大場 慎一
78.843.21225864382位 渡辺 玲子
79.018.0974750383位 阿部 紀子
79.018.0974849384位 伊原 栄一
79.024.01035251385位 島田 晃
79.030.01095356386位 小川 由起子
79.042.01215665387位 小山 和俊
79.210.8904248388位 青山 守男
79.216.8964749389位 杉本 潤
79.216.8964551390位 林 敏幸
79.222.81025052391位 片山 時和
79.228.81085553392位 西村 由弘
79.234.81146549393位 酒井 康孝
79.415.6954253394位 古井 美光
79.415.6954748395位 春藤 尚弘
79.421.61015744396位 川阪 繁孝
79.421.61014952397位 中島 克久
79.427.61075354398位 可知 昌行
79.614.4944846399位 鈴村 恵美子
79.620.41004852400位 片山 時和
79.620.41005446401位 牧野 康隆
79.632.41125755402位 水口 久男
79.632.41125557403位 大西 慎
79.638.41186256404位 木本 茂雄
79.638.41185563404位 木本 茂雄

79.650.41306070406位 鈴木 誉
79.813.2934251407位 中島 京介
79.825.21054956408位 小川 由起子
79.825.21055451409位 三吉 怜
79.837.21176156410位 上杉 博貴
80.018.0985048411位 三吉 怜
80.024.01044955412位 長瀬 和行
80.024.01045153413位 村瀬 久子
80.030.01105357414位 大脇 大作
80.048.01286761415位 松山 真弓
80.228.81095455416位 小川 由起子
80.451.61326765417位 古山 功
80.614.4954550418位 塩野谷 成一
80.626.41074859419位 古山 義晃
80.626.41075948420位 青山 和弘
80.813.2944648421位 可知 昌行
80.831.21126151422位 川阪 繁孝
80.837.21185860423位 山岡 弘和
80.837.21186058424位 鈴木 容子
80.837.21185860425位 近藤 雅之
80.843.21245965426位 向井 裕明
81.024.01055550427位 森 一声
81.024.01054758428位 藤田 夕器
81.030.01115457429位 相馬 克哉
81.216.8984751430位 原田 勝美
81.216.8984949431位 中村 恵美子
81.222.81045351432位 若林 伸雄
81.258.81407268433位 柴田 絵里
81.421.61034954434位 本多 裕孝
81.421.61035350435位 三輪 祐可
81.427.61095950436位 竹野入 擴
81.427.61094861437位 原田 勝美
81.433.61155857438位 木本 茂雄
81.620.41025349439位 鷹見 和幸
81.825.21074859440位 古橋 寿也
81.831.21135558441位 西尾 幹夫
82.024.01065353442位 澤井 和也
82.048.01306070443位 久木 聡
82.228.81115556444位 末松 俊之
82.415.6984553445位 伊藤 嘉文
82.433.61165462446位 熊崎 久士
82.614.4975245447位 深谷 圭太
82.644.41276562448位 林 郁夫
82.644.41275671449位 大和 奈生
82.819.21025052450位 阿部 弘幸
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競技方法 :

打数制限 :
HDCP上 男:
HDCP下 男:

ペリア１２
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0.0
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83.216.81005545451位 古田 正一
83.632.41165660452位 鈴木 容子
83.837.21215368453位 山田 徹
84.024.01085058454位 阿部 紀子
84.048.01326666455位 和田 祐太
84.264.81497871456位 成宮 拡見
85.222.81085256457位 野沢 稔弘
85.638.41245767458位 長瀬 和行
89.036.01256560459位 春藤 香織
89.451.61417368460位 古山 功
90.228.81195861461位 新美 聡
93.451.61456778462位 河合 圭子


