
 
第1回　三春杯　チーム成績

順位 チーム得点 氏名 個人スコア

冨田恭亮 2131 山﨑政一 158×3 冨田恭亮 342×3 山﨑政一 248×3 鐘ヶ江淑子48×3 冨田恭亮 320×3 山﨑政一 209×3 冨田恭亮 288×3

山﨑政一 1837 鐘ヶ江淑子-56×2 鐘ヶ江淑子66×2 鐘ヶ江淑子-88×2 冨田恭亮 -105×2 山﨑政一 176×2 鐘ヶ江淑子146×2 山﨑政一 65×2

鐘ヶ江淑子 294 冨田恭亮 -276×1 山﨑政一 -261×1 冨田恭亮 -305×1 山﨑政一 -229×1 鐘ヶ江淑子74×1 冨田恭亮 72×1 鐘ヶ江淑子-60×1

鈴木寿佳子 2347 鈴木寿佳子-76×3 鈴木寿佳子240×3 鈴木寿佳子306×3 柄野真佐子299×3 伊藤雅子 100×3 伊藤雅子 124×3 鈴木寿佳子225×3

柄野真佐子 730 柄野真佐子-78×2 伊藤雅子 82×2 伊藤雅子 39×2 鈴木寿佳子124×2 鈴木寿佳子59×2 柄野真佐子56×2 柄野真佐子209×2

伊藤雅子 427 伊藤雅子 -271×1 柄野真佐子-340×1 柄野真佐子-129×1 伊藤雅子 -275×1 柄野真佐子-72×1 鈴木寿佳子-104×1 伊藤雅子 59×1

白石卓嗣 3155 清水健 65×3 清水健 240×3 白石卓嗣 399×3 白石卓嗣 34×3 白石卓嗣 243×3 白石卓嗣 236×3 清水健 283×3

清水健 1660 長濱周平 -71×2 白石卓嗣 200×2 清水健 353×2 長濱周平 -313×2 長濱周平 -14×2 清水健 -77×2 白石卓嗣 68×2

長濱周平 -1557 白石卓嗣 -117×1 長濱周平 -136×1 長濱周平 -310×1 清水健 -319×1 清水健 -337×1 長濱周平 -373×1 長濱周平 58×1

土屋政士 2128 土屋政士 282×3 鈴木芳洋 357×3 土屋政士 64×3 土屋政士 306×3 樺澤和江 213×3 樺澤和江 62×3 土屋政士 256×3

鈴木芳洋 686 樺澤和江 241×2 樺澤和江 -247×2 鈴木芳洋 -268×2 樺澤和江 89×2 鈴木芳洋 65×2 土屋政士 -138×2 鈴木芳洋 231×2

樺澤和江 376 鈴木芳洋 -197×1 土屋政士 -303×1 樺澤和江 -337×1 鈴木芳洋 -97×1 土屋政士 -17×1 鈴木芳洋 -147×1 樺澤和江 -278×1

和田大樹 2441 柏木拓 313×3 和田大樹 -81×3 和田大樹 249×3 児島直隆 316×3 和田大樹 256×3 和田大樹 326×3 和田大樹 -64×3

児島直隆 380 和田大樹 247×2 柏木拓 -153×2 児島直隆 23×2 柏木拓 246×2 児島直隆 -58×2 児島直隆 -67×2 児島直隆 -94×2

柏木拓 78 児島直隆 188×1 児島直隆 -364×1 柏木拓 -120×1 和田大樹 -111×1 柏木拓 -400×1 柏木拓 -294×1 柏木拓 -233×1

平野繁 1064 平野繁 412×3 平野繁 363×3 駒井康夫 416×3 手塚ゆり 333×3 手塚ゆり 98×3 駒井康夫 295×3 手塚ゆり 84×3

手塚ゆり 949 手塚ゆり 96×2 駒井康夫 -110×2 手塚ゆり -87×2 平野繁 -59×2 駒井康夫 -176×2 手塚ゆり -204×2 平野繁 -226×2

駒井康夫 809 駒井康夫 -284×1 手塚ゆり -206×1 平野繁 -228×1 駒井康夫 -215×1 平野繁 -203×1 平野繁 -260×1 駒井康夫 -253×1

高坂英伸 1350 高坂英伸 47×3 高坂英伸 102×3 津曲哲也 100×3 山本紀代子78×3 高坂英伸 381×3 津曲哲也 348×3 津曲哲也 165×3

津曲哲也 899 山本紀代子-147×2 山本紀代子-60×2 山本紀代子-45×2 津曲哲也 -75×2 山本紀代子58×2 高坂英伸 104×2 山本紀代子-55×2

山本紀代子 -527 津曲哲也 -259×1 津曲哲也 -218×1 高坂英伸 -128×1 高坂英伸 -79×1 津曲哲也 -313×1 山本紀代子-263×1 高坂英伸 -241×1

木下久 1570 木下久 100×3 木下久 331×3 木下久 66×3 木下久 254×3 林大志 -55×3 林大志 284×3 木下久 -83×3

林大志 461 林大志 6×2 林大志 136×2 木本崇昭 64×2 林大志 56×2 木下久 -99×2 木本崇昭 -99×2 林大志 -170×2

木本崇昭 -1212 木本崇昭 -323×1 木本崇昭 20×1 林大志 -282×1 木本崇昭 -306×1 木本崇昭 -299×1 木下久 -236×1 木本崇昭 -234×1
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