
H29年 8月 20日（日）H29年 8月 20日（日）H29年 8月 20日（日）H29年 8月 20日（日）

A組　参加人数  40名A組　参加人数  40名A組　参加人数  40名A組　参加人数  40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 国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様 77777777 10.010.010.010.0 67.067.067.067.0 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 山元  耕一  様山元  耕一  様山元  耕一  様山元  耕一  様 77777777 8.98.98.98.9 68.168.168.168.1 2222

3333 森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様 77777777 8.58.58.58.5 68.568.568.568.5 2222

4444 中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様 83838383 13.313.313.313.3 69.769.769.769.7 14141414

5555 坂元  潤也  様坂元  潤也  様坂元  潤也  様坂元  潤也  様 80808080 9.39.39.39.3 70.770.770.770.7 9999

6666 谷川  貴義  様谷川  貴義  様谷川  貴義  様谷川  貴義  様 86868686 15.115.115.115.1 70.970.970.970.9 19191919

7777 久保  隆一郎  様久保  隆一郎  様久保  隆一郎  様久保  隆一郎  様 78787878 7.07.07.07.0 71.071.071.071.0 6666

8888 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 77777777 6.06.06.06.0 71.071.071.071.0 2222

9999 白坂  勇一  様白坂  勇一  様白坂  勇一  様白坂  勇一  様 85858585 13.313.313.313.3 71.771.771.771.7 17171717

10101010 谷    伸男  様谷    伸男  様谷    伸男  様谷    伸男  様 78787878 6.06.06.06.0 72.072.072.072.0 6666

田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 71717171 -1.1-1.1-1.1-1.1 72.172.172.172.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

B組　参加人数  38名B組　参加人数  38名B組　参加人数  38名B組　参加人数  38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 岡留    修   様岡留    修   様岡留    修   様岡留    修   様 85858585 18.518.518.518.5 66.566.566.566.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 島津  明子  様島津  明子  様島津  明子  様島津  明子  様 86868686 18.618.618.618.6 67.467.467.467.4 3333

3333 大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様 85858585 16.216.216.216.2 68.868.868.868.8 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 白坂  文夫  様白坂  文夫  様白坂  文夫  様白坂  文夫  様 89898989 19.719.719.719.7 69.369.369.369.3 5555

5555 隈本    亨   様隈本    亨   様隈本    亨   様隈本    亨   様 88888888 18.718.718.718.7 69.369.369.369.3 4444

6666 松園  忠康  様松園  忠康  様松園  忠康  様松園  忠康  様 90909090 19.919.919.919.9 70.170.170.170.1 8888

7777 守屋  俊藏  様守屋  俊藏  様守屋  俊藏  様守屋  俊藏  様 93939393 22.122.122.122.1 70.970.970.970.9 11111111

8888 坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様 95959595 23.023.023.023.0 72.072.072.072.0 18181818

9999 田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様 89898989 17.017.017.017.0 72.072.072.072.0 5555

10101010 西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様 89898989 16.316.316.316.3 72.772.772.772.7 5555

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

フレッシュ青果杯（Ａ・Ｂ）　成績表フレッシュ青果杯（Ａ・Ｂ）　成績表フレッシュ青果杯（Ａ・Ｂ）　成績表フレッシュ青果杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


