
OUD HOLLANDSE SPELEN RIESTENBLIK 

Heeft u interesse om onze oud Hollandse spellen te huren, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 
Middels  Mob  06-27128449 /E-mail rekreatie@riestenblik.nl of bekijk onze Website www.riestenblik.nl 
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SCORE LIJST MINI-MIDGETGOLF 
 

Puntentelling spelnummer 12: 
 
 

6 slagen zijn 100 punten   12 slagen zijn 40 punten 
7 slagen zijn 90 punten  13 slagen zijn 30 punten 
8 slagen zijn 80 punten  14 slagen zijn 20 punten 
9 slagen zijn 70 punten  15 slagen zijn 10 punten 
10 slagen zijn 60 punten  >16 slagen zijn 5 punten 
11 slagen zijn 50 punten   
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