
H 29年 9月 3日（日）H 29年 9月 3日（日）H 29年 9月 3日（日）H 29年 9月 3日（日）

Ａ組　参加人数  44名Ａ組　参加人数  44名Ａ組　参加人数  44名Ａ組　参加人数  44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 73737373 10.010.010.010.0 63.063.063.063.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様 81818181 14.514.514.514.5 66.566.566.566.5 10101010

3333 岡留 洋治  様岡留 洋治  様岡留 洋治  様岡留 洋治  様 73737373 6.06.06.06.0 67.067.067.067.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様 81818181 12.912.912.912.9 68.168.168.168.1 10101010

5555 山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様 78787878 8.98.98.98.9 69.169.169.169.1 7777

6666 山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様 81818181 11.311.311.311.3 69.769.769.769.7 10101010

7777 前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様 84848484 13.313.313.313.3 70.770.770.770.7 19191919

8888 牧野  幸男  様牧野  幸男  様牧野  幸男  様牧野  幸男  様 85858585 13.413.413.413.4 71.671.671.671.6 20202020

9999 永田  勝浩  様永田  勝浩  様永田  勝浩  様永田  勝浩  様 86868686 14.314.314.314.3 71.771.771.771.7 24242424

10101010 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

Ｂ組　参加人数  41名Ｂ組　参加人数  41名Ｂ組　参加人数  41名Ｂ組　参加人数  41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 脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様 82828282 14.814.814.814.8 67.267.267.267.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 岩元  正広  様岩元  正広  様岩元  正広  様岩元  正広  様 88888888 18.718.718.718.7 69.369.369.369.3 2222

3333 福岡  幸二  様福岡  幸二  様福岡  幸二  様福岡  幸二  様 94949494 23.923.923.923.9 70.170.170.170.1 20202020

4444 西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様 88888888 17.517.517.517.5 70.570.570.570.5 2222

5555 石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様 98989898 27.427.427.427.4 70.670.670.670.6 29292929

6666 鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様 99999999 28.128.128.128.1 70.970.970.970.9 31313131

7777 野田  文藏  様野田  文藏  様野田  文藏  様野田  文藏  様 88888888 16.916.916.916.9 71.171.171.171.1 2222

8888 石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様 100100100100 28.628.628.628.6 71.471.471.471.4 35353535

9999 田上    明   様田上    明   様田上    明   様田上    明   様 92929292 20.020.020.020.0 72.072.072.072.0 15151515

10101010 西小野  一弘  様西小野  一弘  様西小野  一弘  様西小野  一弘  様 91919191 18.618.618.618.6 72.472.472.472.4 11111111
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