
＃T #G ⑤ 上里A ④ Team 鳴瀬 ③ ｽﾃｯﾍﾟﾝｳﾞｫﾙﾌ ② 上里B ① Gold Wing

1G 1- 荒井 宏政 2- 岩渕 　仁 3- 新井 　聡 4- 生田目郁生 ② 上里B 5- 大高 　均 6- 岩楯 嘉広

2G 7- 菅原 　壽 8- 蟻坂 政文 9- 道山 重夫 10- 水澤 公男 ④ Team鳴瀬 11- 木川田 廣 12- 迎　 勝雅

3G 13- 宮川 良男 14- 庄司 　誠 15- 塩澤 智伸 16- 市川 正典 ⑤ 上里A 17- 鳥居 　博 18- 櫻井 英世

4G 19- 西宮 良治 20- 桜井 裕人 21- 辻　 啓一 22- 加藤 　健 ① Gold Wing 23- 浅野 康治 24- 櫻井 尚人

5G 25- 大塚 保英 26- 黒木 　恭 27- 吉田 正秀 28- 中村 眞一 29- 川村 周司

1G 黄- 鳥居 　博 緑- 蟻坂 政文 赤- 道山 重夫 青- 大高 　均 白- 迎　 勝雅

2G 黄- 荒井 宏政 緑- 木川田 廣 赤- 新井 　聡 青- 生田目郁生 白- 岩楯 嘉広

3G 黄- 宮川 良男 緑- 庄司 　誠 赤- 塩澤 智伸 青- 水澤 公男 白- 櫻井 英世

4G 黄- 西宮 良治 緑- 桜井 裕人 赤- 辻　 啓一 青- 中村 眞一 白- 櫻井 尚人

5G 黄- 菅原 　壽 緑- 岩渕 　仁 赤- 吉田 正秀 青- 加藤 　健 白- 川村 周司

6G 黄- 大塚 保英 緑- 黒木 　恭 青- 市川 正典 白- 浅野 康治

＃T #G ⑤ 上里A ④ Team 鳴瀬 ③ ｽﾃｯﾍﾟﾝｳﾞｫﾙﾌ ② 上里B ① Gold Wing

1G 1- 西宮 良治 2- 黒木 　恭 3- 塩澤 智伸 4- 水澤 公男 ⑤ 上里A 6- 鳥居 　博 5- 岩楯 嘉広

2G 7- 荒井 宏政 8- 蟻坂 政文 9- 吉田 正秀 10- 加藤 　健 ① Gold Wing 11- 浅野 康治 12- 櫻井 英世

3G 13- 宮川 良男 14- 桜井 裕人 15- 新井 　聡 16- 中村 眞一 ② 上里B 18- 大高 　均 17- 迎　 勝雅

4G 19- 菅原 　壽 20- 岩渕 　仁 21- 辻　 啓一 22- 市川 正典 ④ Team鳴瀬 23- 木川田 廣 24- 川村 周司

5G 25- 大塚 保英 26- 庄司 　誠 27- 道山 重夫 28- 生田目郁生 29- 櫻井 尚人

1G 黄- 西宮 良治 緑- 木川田 廣 赤- 塩澤 智伸 青- 大高 　均 白- 川村 周司

2G 黄- 宮川 良男 緑- 岩渕 　仁 赤- 道山 重夫 青- 市川 正典 白- 岩楯 嘉広

3G 黄- 菅原 　壽 緑- 桜井 裕人 赤- 新井 　聡 青- 水澤 公男 白- 迎　 勝雅

4G 黄- 鳥居 　博 緑- 庄司 　誠 赤- 辻　 啓一 青- 加藤 　健 白- 浅野 康治

5G 黄- 大塚 保英 緑- 蟻坂 政文 赤- 吉田 正秀 青- 生田目郁生 白- 櫻井 尚人

6G 黄- 荒井 宏政 緑- 黒木 　恭 青- 中村 眞一 白- 櫻井 英世

※

※

www.GliderScore.com
2019 F3B Kamisato Cup No1  [Kamisato 2019/03/16]    - 組合
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チーム名の前の〇数字は川側からのウインチレーンの順を示しています。

競技は１ラウンドタスクA、B、C、２ラウンドタスクC、B、Aの順で行います。天候、進行により打ち切りした場合は完了したタスクまでを集計します。
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チーム　　選手



＃T #G ① 上里A ② Team 鳴瀬 ③ ｽﾃｯﾍﾟﾝｳﾞｫﾙﾌ ④ 上里B ⑤ Gold Wing ⑤ Gold Wing ⑥ 湘南

1G 1-莅戸 道人 2-岩渕 仁 3-新井 聡 4-市川 正典 5-櫻井 英世 6-大高 均 7-菅原 壽

2G 8-荒井 宏政 9-蟻坂 政文 10-塩澤 智伸 11-水澤 公男 12-櫻井 尚人 13-迎　勝雅 14-鳥居 博

3G 15-宮川 良男 16-庄司 誠 17-辻　啓一 18-加藤 健 19-浅野 康治 20-大迫 健

4G 21-大塚 保英 22-黒木 恭 23-吉田 正秀 24-中村 眞一 25-川村 周司 26-青木 健児

5G 27-西宮 良治 28-桜井 裕人 29-道山 重夫 30-生田目郁生 31-岩楯 嘉広 32-鈴木 康啓

1G 白-蟻坂 政文 青-吉田 正秀 赤-水澤 公男 緑-迎　勝雅 黄-鳥居 博

2G 白-宮川 良男 青-庄司 誠 赤-道山 重夫 緑-櫻井 英世 黄-青木 健児

3G 白-大塚 保英 青-黒木 恭 赤-塩澤 智伸 緑-加藤 健 黄-櫻井 尚人

4G 白-岩渕 仁 青-新井 聡 赤-市川 正典 緑-大高 均 黄-大迫 健

5G 白-荒井 宏政 赤-生田目郁生 緑-岩楯 嘉広 黄-菅原 壽

6G 白-莅戸 道人 赤-中村 眞一 緑-川村 周司 黄-鈴木 康啓

7G 白-西宮 良治 青-桜井 裕人 赤-辻　啓一 緑-浅野 康治

＃T #G ① 上里A ② Team 鳴瀬 ③ ｽﾃｯﾍﾟﾝｳﾞｫﾙﾌ ④ 上里B ⑤ Gold Wing ⑤ Gold Wing ⑥ 湘南

1G 1-荒井 宏政 2-庄司 誠 3-新井 聡 4-中村 眞一 5-櫻井 英世 6-岩楯 嘉広 7-鳥居 博

2G 8-莅戸 道人 9-黒木 恭 10-塩澤 智伸 11-生田目郁生 12-櫻井 尚人 13-大高 均 14-大迫 健

3G 15-西宮 良治 16-蟻坂 政文 17-辻　啓一 18-加藤 健 19-川村 周司 20-菅原 壽

4G 21-宮川 良男 22-桜井 裕人 23-吉田 正秀 24-市川 正典 25-迎　勝雅 26-青木 健児

5G 27-大塚 保英 28-岩渕 仁 29-道山 重夫 30-水澤 公男 31-浅野 康治 32-鈴木 康啓

1G 白-岩渕 　仁 青-塩澤 智伸 赤-生田目郁生 緑-迎　 勝雅 黄-鈴木 康啓

2G 白-大塚 保英 青-吉田 正秀 赤-中村 眞一 緑-浅野 康治 黄-青木 健児

3G 白-西宮 良治 青-庄司 　誠 赤-新井 　聡 緑-櫻井 尚人 黄-鳥居 　博

4G 白-宮川 良男 青-桜井 裕人 赤-加藤 　健 緑-川村 周司 黄-大迫 　健

5G 青-蟻坂 政文 赤-辻　 啓一 緑-櫻井 英世 黄-菅原 　壽

6G 白-荒井 宏政 青-道山 重夫 赤-水澤 公男 緑-大高 　均

7G 白- 莅戸 道人 青-黒木 　恭 赤-市川 正典 緑-岩楯 嘉広

※

※ 競技は１ラウンドタスクA、B、C、２ラウンドタスクC、B、Aの順で行います。天候、進行により打ち切りした場合は完了したタスクまでを集計します。
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2019 F3B Kamisato Cup No2  [Kamisato 2019/03/17]    - 組合
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チーム名の前の〇数字は川側からのウインチレーンの順を示しています。


