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競技方法 : スクラッチ

順 位 競技者名 ｱｳﾄ ｲﾝ GROSS HDCP NET 順 位 競技者名 ｱｳﾄ ｲﾝ GROSS HDCP NET 順 位 競技者名 ｱｳﾄ ｲﾝ GROSS HDCP NET 順 位 競技者名 ｱｳﾄ ｲﾝ GROSS HDCP NET

70.070.03436優  勝 雨宮 喜久

74.074.03638準優勝 岩波 肇

74.074.03440準優勝 横内 応佳

75.075.039364位 大森 崇弘

75.075.035404位 三枝 寛

75.075.036394位 城之内 豪

75.075.039364位 中村 尊重

75.075.036394位 山本 竜祐

75.075.037384位 中込 克哉

76.076.0373910位 小池 賢司

76.076.0393710位 角田 祐太

76.076.0364010位 花輪 玲太

76.076.0373910位 保坂 昭仁

76.076.0354110位 望月 圭

77.077.0374015位 石原 輝彦

77.077.0364115位 長田 真木

77.077.0383915位 塩澤 崇幸

77.077.0393815位 塚原 一矢

77.077.0344315位 手塚 大輔

78.078.0384020位 石原 建

78.078.0384020位 上倉 幸治

78.078.0403820位 佐藤 隆

78.078.0384020位 標 義也

78.078.0384020位 深澤 元

78.078.0393920位 星野 一

78.078.0403820位 森本 守

78.078.0403820位 高橋 岳男

79.079.0394028位 赤池 正隆

79.079.0403928位 大島 大

79.079.0384128位 志村 幸一

79.079.0384128位 丸山 光

79.079.0364328位 中野 健一

79.079.0403928位 望月 修

80.080.0394134位 岩間 靖典

80.080.0413934位 大森 教雄

80.080.0423834位 下里 裕

80.080.0413934位 高城 正男

80.080.0394134位 向井 克昌

80.080.0394134位 山本 力

80.080.0404034位 赤松 弘邦

80.080.0384234位 黒木 大吾

80.080.0404034位 斉藤 裕志

80.080.0394134位 水石 正光

80.080.0384234位 瀧森 幸史郎

80.080.0374334位 谷川 幸仁

80.080.0384234位 溝井 伸輔

81.081.0384347位 杉田 夏野

81.081.0374447位 広瀬 東

81.081.0384347位 山本 幹夫

81.081.0414047位 天野 一太

81.081.0404147位 天野 雅章

81.081.0404147位 上杉 功一

81.081.0404147位 三浦 真治

82.082.0433954位 磯野 真由樹

82.082.0404254位 清水 健一

82.082.0404254位 玉貫 祐三

82.082.0384454位 広瀬 久夫

82.082.0394354位 古屋 一郎

82.082.0414154位 和田 賢二

82.082.0384454位 伊東 正弘

82.082.0414154位 小澤 章一

82.082.0424054位 國保 慎太郎

82.082.0394354位 沼田 優次

82.082.0414154位 藤井 義貞

82.082.0433954位 森本 伸

82.082.0394354位 依田 秀樹

83.083.0434067位 長田 道洋

83.083.0404367位 加賀美 光一

83.083.0404367位 窪田 弘幸

83.083.0414267位 長崎 保行

83.083.0434067位 仲田 法男

83.083.0443967位 中山 洋盛

83.083.0404367位 深澤 修一

83.083.0404367位 古谷 新吾

83.083.0404367位 大森 奨平

83.083.0394467位 窪田 紀之

83.083.0404367位 神津 幸美

83.083.0443967位 深澤 紘

83.083.0364767位 藤本 和博

83.083.0414267位 保坂 和成

83.083.0424167位 山梨 信行

83.083.0414267位 山村 政治

84.084.0404483位 鮎川 久

84.084.0434183位 今村 豊行

84.084.0404483位 竹原 宏

84.084.0444083位 龍澤 淳

84.084.0404483位 山口 政司

84.084.0414383位 木田 直也

84.084.0424283位 清水 公一

84.084.0384683位 縄重 亨

84.084.0434183位 矢澤 裕貴

84.084.0424283位 渡辺 明久

85.085.0444193位 高 明宏

85.085.0444193位 松本 潔

85.085.0434293位 武藤 俊治

85.085.0434293位 穐山 武利

85.085.0424393位 斉藤 佳彦

85.085.0414493位 渡辺 昭男

86.086.0454199位 櫻林 秀太

86.086.0414599位 曽根 己博

86.086.0434399位 西川 智巳

86.086.0404699位 北條 勇二

86.086.0414599位 深見 信吾

86.086.0404699位 柏原 功

86.086.0424499位 杉山 由紀彦

86.086.0444299位 滝川 清

86.086.0454199位 望月 寿朗

87.087.04245108位 佐田 修一

87.087.04542108位 武川 好文

87.087.04542108位 塚原 進

87.087.04245108位 梅澤 有之

87.087.04641108位 白木 敏彦

87.087.04146108位 藤巻 明親

87.087.04245108位 望月 正行

88.088.04741115位 樫山 均

88.088.04444115位 金山 元佑

88.088.04345115位 中込 秀雄

88.088.04543115位 西名 武洋

88.088.04048115位 宮下 和馬

88.088.04741115位 望月 明

89.089.04247121位 市川 裕久

89.089.04247121位 築野 毅

89.089.04346121位 古澤 一也

90.090.04248124位 金勝 武俊

90.090.04644124位 渡辺 宏和

90.090.04545124位 杉田 季久

90.090.04248124位 千頭和 利拓

90.090.04545124位 中山 聖来

90.090.04248124位 名取 昭彦

90.090.04644124位 広瀬 孝雄

91.091.04051131位 渡辺 聡

91.091.04546131位 秋山 賢二

91.091.04843131位 久保 直樹

91.091.04645131位 高村 豊

91.091.04546131位 東條 賢治

91.091.04249131位 野口 高稔

91.091.04348131位 野沢 郁弥

91.091.04645131位 望月 武昭

92.092.05042139位 馬越 憲太朗

92.092.04646139位 藤村 尚弘

93.093.04647141位 堀内 時彦

94.094.04648142位 輿水 保利

94.094.05242142位 小宮山 貴史

94.094.04747142位 千田 修一

94.094.04549142位 穂坂 勇夫

96.096.04947146位 永田 恭平

96.096.04947146位 鈴木 一紀

97.097.04948148位 橘田 和人

99.099.05049149位 伏見 和之

甲斐ヒルズカントリー倶楽部

2021/7/14

Par 72／6,669yards
甲斐ヒルズカントリー倶楽部




