
DECDECDECDEC 1回当 1打当 勝率1 柴田 43 フー 7.00 フー 75.29 慎太郎 81.40 野口 14 藤井 10 長谷川 30.46 慎太郎 642 慎太郎 $0.23 金渕 $215 $5.00 $0.05 柴田 -0.14 98.86 森本 10.25 藤井 5 11.90%2 金渕 43 藤井 7.55 藤井 76.38 藤井 82.24 慎太郎 13 伊藤 5 藤井 30.62 藤井 608 巨樹 $0.22 関根 $156 $4.59 $0.04 新崎 -0.32 98.68 吉田 7.16 森本 4 18.18%3 金森 42 小石川 7.90 青木 76.43 長谷川 84.83 徹 10 貴之 4 青木 30.94 金森 517 坂根 $0.19 金森 $133 $3.17 $0.03 小川 0.40 99.40 フー 5.55 吉田 4 17.39%4 藤井 42 慎太郎 7.94 巨樹 76.45 青木 85.06 鳥越 10 徹 3 坂根 30.95 伊藤 485 藤井 $0.18 柴田 $132 $3.07 $0.03 多香子 -0.68 98.32 巨樹 4.06 金森 4 9.52%5 野口 41 青木 8.14 森本 76.50 フー 86.29 藤井 10 古山 3 徹 31.03 野口 459 森本 $0.16 椛沢 $130 $5.20 $0.04 比嘉 -1.00 98.00 椛沢 3.44 坂根 3 13.64%6 服部 38 比嘉 8.80 小石川 76.76 小石川 86.43 雄次 9 青木 3 多香子 31.05 坂根 380 伊藤 $0.14 雄次 $118 $3.19 $0.03 蔦木 -1.25 97.75 青木 3.00 野口 3 7.32%7 徹 38 巨樹 8.82 松浦 76.90 徹 88.00 伊藤 8 長谷川 3 貴之 31.09 吉田 363 長谷川 $0.14 伊藤 $115 $3.19 $0.03 森本 1.32 100.32 藤崎 2.81 巨樹 2 18.18%8 雄次 37 野口 9.10 長谷川 77.00 野口 88.37 金森 8 金森 2 慎太郎 31.31 青木 354 吉田 $0.14 吉田 $111 $4.83 $0.04 服部 -2.66 96.34 藤井 2.36 下野 2 16.67%9 伊藤 36 貴之 9.45 貴之 77.05 貴之 88.55 古山 8 雄次 2 野口 31.37 森本 350 金森 $0.13 服部 $94 $2.47 $0.03 藤崎 3.35 102.35 坂根 2.13 多香子 2 10.53%10 古山 35 徹 9.58 慎太郎 77.09 坂根 88.59 青木 7 小川 2 金森 31.48 雄次 335 野口 $0.13 古山 $89 $2.54 $0.03 金森 -4.24 94.76 松浦 2.02 長谷川 2 8.33%11 青木 35 橋本 9.66 康充 77.42 康充 90.08 関根 7 坂根 1 橋本 31.62 橋本 303 青木 $0.12 鳥越 $83 $2.44 $0.03 松浦 4.25 103.25 伊藤 1.36 藤崎 2 7.69%12 慎太郎 35 森本 10.09 徹 77.45 橋本 91.03 貴之 6 熊谷 1 新崎 31.74 長谷川 278 比嘉 $0.12 徹 $83 $2.18 $0.02 加納 4.82 103.82 貴之 1.23 橋本 2 6.90%13 関根 34 鳥越 10.26 野口 77.51 巨樹 91.64 長谷川 5 巨樹 1 フー 32.00 徹 274 橋本 $0.11 野口 $82 $2.00 $0.02 中嶋 5.00 104.00 多香子 1.13 関根 2 5.88%14 鳥越 34 長谷川 10.33 新崎 77.65 雄次 92.35 小川 5 亀井 1 熊谷 32.00 古山 274 多香子 $0.11 熊谷 $80 $4.00 $0.04 古山 -5.37 93.63 徹 1.00 慎太郎 2 5.71%15 新崎 31 坂根 10.36 坂根 77.82 熊谷 92.40 森本 5 大下 1 伊藤 32.06 鳥越 229 貴之 $0.11 藤崎 $80 $3.08 $0.03 伊藤 -5.39 93.61 雄次 0.74 伊藤 2 5.56%16 橋本 29 古山 10.57 加納 77.94 鳥越 92.71 熊谷 4 森本 1 康充 32.08 巨樹 219 下野 $0.10 慎太郎 $74 $2.11 $0.03 関根 5.74 104.74 新崎 0.63 服部 2 5.26%17 藤崎 26 新崎 10.71 橋本 77.97 伊藤 93.61 坂根 4 橋本 1 蔦木 32.25 関根 214 雄次 $0.10 大下 $74 $4.93 $0.04 鳥越 -6.29 92.71 比嘉 0.54 柴田 2 4.65%18 椛沢 25 服部 10.87 鳥越 78.06 古山 93.63 多香子 4 下野 1 関根 32.32 貴之 207 古山 $0.08 橋本 $73 $2.52 $0.03 熊谷 -6.60 92.40 金森 0.24 比嘉 1 20.00%19 長谷川 24 松浦 11.00 服部 78.08 金森 94.76 巨樹 4 小石川 1 古山 32.40 多香子 199 徹 $0.08 新崎 $71 $2.29 $0.02 雄次 -6.65 92.35 小川 0.13 椛沢 1 4.00%20 吉田 23 雄次 11.14 古山 78.51 服部 96.34 小石川 4 比嘉 0 巨樹 32.45 椛沢 189 小石川 $0.08 下野 $70 $5.83 $0.06 下野 6.67 105.67 長谷川 0.02 青木 1 2.86%21 貴之 22 金森 11.14 金森 78.57 蔦木 97.75 フー 3 フー 0 鳥越 32.53 柴田 185 フー $0.07 小川 $70 $3.50 $0.04 巨樹 -7.36 91.64 野口 -0.03 雄次 1 2.70%22 森本 22 伊藤 11.31 柴田 78.70 比嘉 98.00 亀井 3 権藤 0 雄次 32.54 藤崎 158 鳥越 $0.07 黒岩 $62 $3.88 $0.03 橋本 -7.97 91.03 慎太郎 -0.31 金渕 1 2.33%23 坂根 22 柴田 11.42 小川 78.75 多香子 98.32 康充 3 藤崎 0 柴田 32.72 服部 158 康充 $0.07 多香子 $61 $3.21 $0.03 康充 -8.92 90.08 小石川 -0.5324 小石川 21 康充 11.50 比嘉 78.80 新崎 98.68 藤崎 3 椛沢 0 小石川 33.33 小石川 141 椛沢 $0.06 青木 $61 $1.74 $0.02 亀井 10.06 109.06 古山 -0.9725 松浦 20 権藤 11.50 伊藤 78.83 柴田 98.86 柴田 3 新崎 0 比嘉 33.40 下野 132 関根 $0.06 権藤 $59 $3.69 $0.03 坂根 -10.41 88.59 鳥越 -1.0626 熊谷 20 多香子 11.74 多香子 78.95 小川 99.40 服部 3 服部 0 小川 33.50 小川 114 藤崎 $0.06 亀井 $59 $3.47 $0.03 貴之 -10.45 88.55 康充 -1.0827 小川 20 加納 11.76 藤崎 79.15 森本 100.32 権藤 2 金渕 0 金渕 33.67 金渕 110 小川 $0.06 坂根 $56 $2.55 $0.03 野口 -10.63 88.37 服部 -1.1028 多香子 19 小川 11.85 雄次 79.19 藤崎 102.35 金渕 2 加納 0 加納 33.71 新崎 106 熊谷 $0.05 森本 $52 $2.36 $0.02 金渕 10.81 109.81 黒岩 -1.2329 亀井 17 藤崎 12.12 亀井 79.65 松浦 103.25 椛沢 2 松浦 0 松浦 33.75 熊谷 94 柴田 $0.04 貴之 $52 $2.36 $0.03 徹 -11.00 88.00 橋本 -1.3930 加納 17 関根 12.47 蔦木 80.00 加納 103.82 吉田 2 中嶋 0 藤崎 33.77 権藤 77 服部 $0.04 藤井 $50 $1.19 $0.01 小石川 -12.57 86.43 柴田 -1.4631 権藤 16 熊谷 12.65 権藤 80.06 中嶋 104.00 橋本 2 野口 0 亀井 33.82 亀井 72 権藤 $0.04 長谷川 $47 $1.96 $0.02 フー -12.71 86.29 熊谷 -2.6032 黒岩 16 吉田 12.65 吉田 80.30 関根 104.74 新崎 2 関根 0 服部 34.08 康充 71 亀井 $0.04 松浦 $38 $1.90 $0.02 青木 -13.94 85.06 金渕 -2.6133 大下 15 蔦木 12.75 熊谷 80.40 下野 105.67 比嘉 1 柴田 0 中嶋 34.17 比嘉 58 新崎 $0.03 小石川 $33 $1.57 $0.02 長谷川 -14.17 84.83 亀井 -2.6834 康充 12 亀井 12.82 黒岩 81.06 亀井 109.06 松浦 1 慎太郎 0 森本 34.45 松浦 55 松浦 $0.03 加納 $32 $1.88 $0.02 権藤 14.44 113.44 中嶋 -3.0035 下野 12 椛沢 13.40 関根 81.09 金渕 109.81 大下 1 多香子 0 権藤 35.44 フー 45 金渕 $0.02 中嶋 $29 $4.83 $0.05 大下 15.33 114.33 関根 -3.5636 巨樹 11 黒岩 13.94 椛沢 81.52 権藤 113.44 黒岩 1 鳥越 0 椛沢 35.68 黒岩 32 黒岩 $0.02 巨樹 $28 $2.55 $0.03 吉田 16.74 115.74 蔦木 -3.7537 フー 7 中嶋 14.00 金渕 81.60 大下 114.33 加納 0 蔦木 0 黒岩 35.69 加納 30 加納 $0.02 康充 $23 $1.92 $0.02 藤井 -16.76 82.2438 中嶋 6 下野 14.08 中嶋 81.67 吉田 115.74 中嶋 0 康充 0 下野 36.50 大下 18 中嶋 $0.01 比嘉 $15 $3.00 $0.03 黒岩 16.81 115.8139 比嘉 5 金渕 14.28 下野 82.58 黒岩 115.81 下野 0 吉田 0 吉田 37.48 中嶋 7 大下 $0.01 蔦木 $12 $3.00 $0.03 慎太郎 -17.60 81.4040 蔦木 4 大下 15.47 大下 82.60 椛沢 121.92 蔦木 0 黒岩 0 大下 39.13 蔦木 0 蔦木 $0.00 フー $4 $0.57 $0.01 椛沢 22.92 121.9241
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