
公式ルール倶楽部 2連続最高P 67.2 P あさやん
2020/2/13

半荘数 27 人数 16 20 24 24 24

順位 I D 氏名 合計 回数 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦

1位 27 湯浅 良夫 +74.1 5 ▲1.2 ▲2.2 +23.3 +24.7 +29.5

2位 26 川村 健一 +61.0 3 +27.9 +17.2 +15.9

3位 35 あさやん +60.0 3 +20.3 +46.9 ▲7.2

4位 55 べっちぃ +50.1 5 +28.2 ▲5.6 +14.1 +5.5 +7.9

5位 20 篠﨑 喜一郎 +35.2 5 ▲3.3 +6.5 ▲14.6 +18.8 +27.8

6位 9 浜里 優希 +29.1 3 +26.0 +15.8 ▲12.7

7位 101 木戸 憲幸 +26.2 2 +25.2 +1.0

8位 49 田島 温子 +24.4 5 +4.5 ▲23.6 +9.7 +12.4 +21.4

9位 64 イナリちゃん +16.9 5 +33.3 ▲10.6 ▲3.8 ▲16.3 +14.3

10位 41 冨田 智寛 +11.6 2 +14.0 ▲2.4

11位 4 小島 健司 +6.9 5 ▲5.0 ▲17.0 +17.9 ▲16.1 +27.1

12位 33 グリズリー +5.9 4 +21.6 ▲6.7 +25.1 ▲34.1

13位 8 野﨑 佑磨 +2.3 5 ▲9.6 +10.9 +34.9 ▲23.4 ▲10.5

14位 75 河田 渉 +0.6 4 +24.1 +8.9 ▲18.0 ▲14.4

15位 7 泉 奏生 +0.3 4 ▲7.6 ▲13.5 +13.1 +8.3

16位 11 家田 佳祐 ▲4.5 1 ▲4.5

17位 81 田中 恭平 プロ ▲7.1 3 ▲13.7 ▲3.3 +9.9

18位 18 miya21 ▲9.5 3 +7.4 ▲28.6 +11.7

19位 54 田島 諭 ▲9.9 2 ▲13.5 +3.6

20位 68 ゆうき ▲16.4 5 +7.3 +16.7 ▲30.2 ▲4.4 ▲5.8

21位 25 勝目 泰 ▲22.2 2 ▲10.9 ▲11.3

22位 19 ハイグミ ▲26.7 5 ▲18.4 ▲23.8 ▲18.8 +13.3 +21.0

23位 45 沢村 侑樹 ▲30.9 2 ▲4.4 ▲26.5

24位 70 藤本 浩輔 プロ ▲38.2 5 +22.9 ▲13.1 ▲8.4 ▲24.7 ▲14.9

25位 6 石井 宣章 ▲44.3 3 ▲14.5 ▲6.2 ▲23.6

26位 1 西川 淳 プロ ▲46.3 5 ▲27.7 ▲21.9 +6.9 ▲13.6 +10.0

27位 39 T．543 ▲49.3 5 ▲21.2 +1.3 ▲10.8 ▲9.8 ▲8.8

28位 100 美有紀 ▲55.4 3 ▲20.9 ▲6.1 ▲28.4

29位 10 笠原 拓樹 ▲69.9 4 ▲23.7 ▲8.3 ▲17.5 ▲20.4


