
H 29年 9月 10日（日）H 29年 9月 10日（日）H 29年 9月 10日（日）H 29年 9月 10日（日）

Ａ組　参加人数 53名Ａ組　参加人数 53名Ａ組　参加人数 53名Ａ組　参加人数 53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 小倉    満   様小倉    満   様小倉    満   様小倉    満   様 79797979 13.113.113.113.1 65.965.965.965.9 8888

準優勝準優勝準優勝準優勝 坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様 78787878 10.010.010.010.0 68.068.068.068.0 6666

3333 田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様 83838383 13.313.313.313.3 69.769.769.769.7 18181818

4444 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 4444

5555 上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様 79797979 8.08.08.08.0 71.071.071.071.0 8888

6666 山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様 80808080 8.98.98.98.9 71.171.171.171.1 11111111

7777 川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様 81818181 9.89.89.89.8 71.271.271.271.2 14141414

8888 上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様 84848484 12.712.712.712.7 71.371.371.371.3 21212121

9999 清水  定己  様清水  定己  様清水  定己  様清水  定己  様 84848484 12.612.612.612.6 71.471.471.471.4 21212121

10101010 松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様 84848484 12.312.312.312.3 71.771.771.771.7 21212121

若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 74747474 1.61.61.61.6 72.472.472.472.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 74747474 -1.1-1.1-1.1-1.1 75.175.175.175.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

Ｂ組　参加人数  51名Ｂ組　参加人数  51名Ｂ組　参加人数  51名Ｂ組　参加人数  51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 小川  清秀  様小川  清秀  様小川  清秀  様小川  清秀  様 80808080 14.914.914.914.9 65.165.165.165.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 村上    潔   様村上    潔   様村上    潔   様村上    潔   様 85858585 19.519.519.519.5 65.565.565.565.5 3333

3333 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 92929292 25.825.825.825.8 66.266.266.266.2 17171717

4444 中島  文雄  様中島  文雄  様中島  文雄  様中島  文雄  様 91919191 23.923.923.923.9 67.167.167.167.1 12121212

5555 西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様 84848484 16.316.316.316.3 67.767.767.767.7 2222

6666 宇都  健三郎  様宇都  健三郎  様宇都  健三郎  様宇都  健三郎  様 85858585 16.816.816.816.8 68.268.268.268.2 3333

7777 福岡  秀一  様福岡  秀一  様福岡  秀一  様福岡  秀一  様 91919191 20.620.620.620.6 70.470.470.470.4 12121212

8888 仮屋  みゆき  様仮屋  みゆき  様仮屋  みゆき  様仮屋  みゆき  様 93939393 22.322.322.322.3 70.770.770.770.7 25252525

9999 田代  安太  様田代  安太  様田代  安太  様田代  安太  様 99999999 28.128.128.128.1 70.970.970.970.9 41414141

10101010 福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様 87878787 16.016.016.016.0 71.071.071.071.0 6666

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

新鮮たまご  岡崎鶏卵杯（Ａ・Ｂ）　成績表新鮮たまご  岡崎鶏卵杯（Ａ・Ｂ）　成績表新鮮たまご  岡崎鶏卵杯（Ａ・Ｂ）　成績表新鮮たまご  岡崎鶏卵杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


