
H２９年 ８月 ２７日（日）H２９年 ８月 ２７日（日）H２９年 ８月 ２７日（日）H２９年 ８月 ２７日（日）

A組　参加人数  ３２名A組　参加人数  ３２名A組　参加人数  ３２名A組　参加人数  ３２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 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 74747474 6.06.06.06.0 68.068.068.068.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 貴島  京子  様貴島  京子  様貴島  京子  様貴島  京子  様 80808080 10.310.310.310.3 69.769.769.769.7 7777

3333 貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様 78787878 7.37.37.37.3 70.770.770.770.7 4444

4444 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 83838383 11.611.611.611.6 71.471.471.471.4 13131313

5555   森   博嗣  様  森   博嗣  様  森   博嗣  様  森   博嗣  様 80808080 8.58.58.58.5 71.571.571.571.5 7777

6666 岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様 74747474 2.02.02.02.0 72.072.072.072.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

7777 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 75757575 2.82.82.82.8 72.272.272.272.2 3333

8888 白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様 83838383 10.010.010.010.0 73.073.073.073.0 13131313

9999 岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様 79797979 6.06.06.06.0 73.073.073.073.0 6666

10101010 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 83838383 10.010.010.010.0 73.073.073.073.0 13131313

B組　参加人数  ２８名B組　参加人数  ２８名B組　参加人数  ２８名B組　参加人数  ２８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 末満  一十四  様末満  一十四  様末満  一十四  様末満  一十四  様 82828282 17.117.117.117.1 64.964.964.964.9 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 有園    誠   様有園    誠   様有園    誠   様有園    誠   様 84848484 18.218.218.218.2 65.865.865.865.8 3333

3333 中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様 81818181 13.313.313.313.3 67.767.767.767.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 西尾  義実  様西尾  義実  様西尾  義実  様西尾  義実  様 85858585 15.015.015.015.0 70.070.070.070.0 5555

5555 白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様 84848484 13.713.713.713.7 70.370.370.370.3 3333

6666 大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様 87878787 16.216.216.216.2 70.870.870.870.8 6666

7777 渋谷  英史  様渋谷  英史  様渋谷  英史  様渋谷  英史  様 95959595 23.323.323.323.3 71.771.771.771.7 19191919

8888 小林  正義  様小林  正義  様小林  正義  様小林  正義  様 89898989 17.217.217.217.2 71.871.871.871.8 8888

9999 井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様 90909090 17.717.717.717.7 72.372.372.372.3 9999

10101010 山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様 88888888 14.114.114.114.1 73.973.973.973.9 7777

リフレッシュ！コカ・コーラ杯（Ａ・Ｂ）　成績表リフレッシュ！コカ・コーラ杯（Ａ・Ｂ）　成績表リフレッシュ！コカ・コーラ杯（Ａ・Ｂ）　成績表リフレッシュ！コカ・コーラ杯（Ａ・Ｂ）　成績表
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