
2011年度年度年度年度ツアーツアーツアーツアー第第第第5戦戦戦戦 μカップ カップ カップ カップ in京都京都京都京都

9月月月月11日一次予選（Ｐ日一次予選（Ｐ日一次予選（Ｐ日一次予選（Ｐはははは認定認定認定認定プロプロプロプロ、、、、Tはツアーはツアーはツアーはツアー選手、選手、選手、選手、LTはははは女流女流女流女流ツアーですツアーですツアーですツアーです））））
（順位（順位（順位（順位がががが赤色赤色赤色赤色のののの方方方方はははは二次予選進出二次予選進出二次予選進出二次予選進出ですですですです））））

順位順位順位順位 氏氏氏氏 名名名名 １回１回１回１回戦戦戦戦 ２回２回２回２回戦戦戦戦 ３回３回３回３回戦戦戦戦 合計合計合計合計

1 位 柴原 ⼤造Ｔ 21.2 29.9 ▲6.4 44.7 

2 位 薗辺 達哉 28.6 5.2 9.1 42.9

3 位 築⼭ 芳雄 ▲25.4 5.9 61.9 42.4 

4 位 星越 英明 31.5 19.3 ▲17.3 33.5

5 位 坪⽥ 孝⼦ ▲13.5 18.9 24.7 30.1 

6 位 ⼭舗 徹 3.4 13.6 8.9 25.9 

7 位 ⼤原 泰孝 15.3 ▲16.9 26.5 24.9 

8 位 ⼋⾕ 晃代 ▲3.1 10.5 16.7 24.1 

9 位 菅⾕ 晃⼀ ▲20.1 ▲2.6 46.6 23.9

10 位 杉江 淳 ▲2.2 14.4 6.7 18.9 

11 位 ⽯本 靖廣 20.7 ▲14.3 9.8 16.2

12 位 ⼩河 侑⼤ ▲13.9 16.8 12.1 15.0 

13 位 ⼩⽥ 宏⼀Ｔ 37.4 15.8 ▲38.4 14.8 

14 位 多々羅勝利 38.6 ▲8.5 ▲19.8 10.3

15 位 笠松 節⼦ ▲21.7 6.8 24.8 9.9 

16 位 下井 重貴 ▲11.1 24.9 ▲4.1 9.7

17 位 岩⽉ 洋海 ▲3.5 ▲22.1 34.2 8.6 

18 位 ⿃井 美佳 ▲29.3 7.9 27.4 6.0 

19 位 増本 純⼦ 17.4 ▲3.4 ▲8.9 5.1

20 位 松尾 敏朗 7.1 ▲26.9 24.6 4.8 

21 位 三⾕ 剛 ▲19.1 43.2 ▲19.3 4.8

22 位 平⽥ 淳⼦ 4.6 ▲21.6 17.0 0.0 

23 位 ⽥村 洸 20.3 ▲0.1 ▲20.3 ▲0.1

24 位 平井 研⼀ 0.2 ▲4.9 3.4 ▲1.3 

25 位 兼⼭ 英次 5.6 ▲1.6 ▲6.1 ▲2.1

26 位 ⾼⽥ 賢⼀ ▲5.4 ▲2.9 6.0 ▲2.3 

27 位 加藤 哲郎 ▲5.5 7.1 ▲6.0 ▲4.4

28 位 新井 英敬 16.0 ▲9.3 ▲11.6 ▲4.9 

29 位 宮代 汎⼦ ▲24.3 ▲4.1 23.4 ▲5.0 

30 位 ⽊村 巧 10.9 4.8 ▲29.0 ▲13.3

31 位 森⽥美津⼦ 7.8 2.4 ▲25.0 ▲14.8 

32 位 中野富久代 ▲29.8 25.0 ▲10.4 ▲15.2 

33 位 松本 雅⾏ ▲25.4 ▲10.9 18.9 ▲17.4 



34 位 ⼭崎 光⼦ ▲13.4 ▲19.8 12.5 ▲20.7

35 位 篠⽥ 和宏 6.1 ▲20.5 ▲18.0 ▲32.4 

36 位 保⽥ 照彦 ▲15.1 7.6 ▲29.1 ▲36.6 

37 位 ⻄坂 昭利 ▲22.5 ▲4.3 ▲23.9 ▲50.7 

38 位 江⼝ 昭⼦ 23.2 ▲28.2 ▲49.1 ▲54.1

39 位 遠⼭⽐紗⼦ ▲6.8 ▲20.0 ▲35.1 ▲61.9 

40 位 ⼭下加代⼦ ▲5.8 ▲37.1 ▲37.4 ▲80.3


