
H２９年 ８月 １３日（日）H２９年 ８月 １３日（日）H２９年 ８月 １３日（日）H２９年 ８月 １３日（日）

A組　参加人数 １９名A組　参加人数 １９名A組　参加人数 １９名A組　参加人数 １９名

グロスグロスグロスグロス HDHDHDHD ネットネットネットネット グロス順グロス順グロス順グロス順

優勝優勝優勝優勝 中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様 73737373 3.83.83.83.8 69.269.269.269.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様 85858585 13.713.713.713.7 71.371.371.371.3 8888

3333 小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様 85858585 12.812.812.812.8 72.272.272.272.2 8888

4444 上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様 85858585 12.712.712.712.7 72.372.372.372.3 8888

5555 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 76767676 2.82.82.82.8 73.273.273.273.2 2222

6666 香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様 78787878 4.54.54.54.5 73.573.573.573.5 3333

7777   森   博嗣  様  森   博嗣  様  森   博嗣  様  森   博嗣  様 83838383 8.58.58.58.5 74.574.574.574.5 4444

8888 郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様 88888888 13.513.513.513.5 74.574.574.574.5 14141414

9999 前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様 88888888 13.313.313.313.3 74.774.774.774.7 14141414

10101010 郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様 86868686 11.211.211.211.2 74.874.874.874.8 12121212

B組　参加人数  １９名B組　参加人数  １９名B組　参加人数  １９名B組　参加人数  １９名

グロスグロスグロスグロス HDHDHDHD ネットネットネットネット グロス順グロス順グロス順グロス順

優勝優勝優勝優勝 川添 喜久雄 様川添 喜久雄 様川添 喜久雄 様川添 喜久雄 様 82828282 16.016.016.016.0 66.066.066.066.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 村上  真理  様村上  真理  様村上  真理  様村上  真理  様 87878787 17.517.517.517.5 69.569.569.569.5 4444

3333 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 86868686 16.216.216.216.2 69.869.869.869.8 3333

4444 山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様 84848484 14.114.114.114.1 69.969.969.969.9 2222

5555 中島  文雄  様中島  文雄  様中島  文雄  様中島  文雄  様 94949494 23.923.923.923.9 70.170.170.170.1 9999

6666 村上     潔  様村上     潔  様村上     潔  様村上     潔  様 90909090 19.519.519.519.5 70.570.570.570.5 5555

7777 久津輪  正一郎  様久津輪  正一郎  様久津輪  正一郎  様久津輪  正一郎  様 92929292 18.518.518.518.5 73.573.573.573.5 7777

8888 田中  勝治  様田中  勝治  様田中  勝治  様田中  勝治  様 94949494 20.220.220.220.2 73.873.873.873.8 9999

9999 稲留  博人  様稲留  博人  様稲留  博人  様稲留  博人  様 90909090 16.116.116.116.1 73.973.973.973.9 5555

10101010 石村  盛朗  様石村  盛朗  様石村  盛朗  様石村  盛朗  様 104104104104 27.627.627.627.6 76.476.476.476.4 18181818

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

キリンビール杯（Ａ・Ｂ）　成績表キリンビール杯（Ａ・Ｂ）　成績表キリンビール杯（Ａ・Ｂ）　成績表キリンビール杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


