
H 29年 9月 18日（日）H 29年 9月 18日（日）H 29年 9月 18日（日）H 29年 9月 18日（日）

寿組　参加人数 24名寿組　参加人数 24名寿組　参加人数 24名寿組　参加人数 24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 石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様 95959595 26.026.026.026.0 69.069.069.069.0 12121212

準優勝準優勝準優勝準優勝 井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様 89898989 17.717.717.717.7 71.371.371.371.3 7777

3333 永田    穣   様永田    穣   様永田    穣   様永田    穣   様 92929292 19.919.919.919.9 72.172.172.172.1 9999

4444 鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様 101101101101 28.428.428.428.4 72.672.672.672.6 20202020

5555 小林  宗生  様小林  宗生  様小林  宗生  様小林  宗生  様 95959595 21.421.421.421.4 73.673.673.673.6 12121212

6666 内倉  敦朗  様内倉  敦朗  様内倉  敦朗  様内倉  敦朗  様 99999999 25.025.025.025.0 74.074.074.074.0 17171717

7777 山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様 83838383 8.98.98.98.9 74.174.174.174.1 2222

8888 谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様 82828282 7.47.47.47.4 74.674.674.674.6 1111

9999 岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様 87878787 11.011.011.011.0 76.076.076.076.0 5555

10101010 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 88888888 12.012.012.012.0 76.076.076.076.0 6666

松組　参加人数  24名松組　参加人数  24名松組　参加人数  24名松組　参加人数  24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 野辺  俊博  様野辺  俊博  様野辺  俊博  様野辺  俊博  様 85858585 20.420.420.420.4 64.664.664.664.6 8888

準優勝準優勝準優勝準優勝 徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様 88888888 20.120.120.120.1 67.967.967.967.9 13131313

3333 黒原  邦治  様黒原  邦治  様黒原  邦治  様黒原  邦治  様 78787878 9.89.89.89.8 68.268.268.268.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 立元  伊佐男  様立元  伊佐男  様立元  伊佐男  様立元  伊佐男  様 95959595 26.026.026.026.0 69.069.069.069.0 21212121

5555 有村  和憲  様有村  和憲  様有村  和憲  様有村  和憲  様 86868686 17.017.017.017.0 69.069.069.069.0 9999

6666 椎原  正隆  様椎原  正隆  様椎原  正隆  様椎原  正隆  様 83838383 13.713.713.713.7 69.369.369.369.3 5555

7777 徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様 83838383 13.713.713.713.7 69.369.369.369.3 5555

8888 嶋田  芳博  様嶋田  芳博  様嶋田  芳博  様嶋田  芳博  様 90909090 19.719.719.719.7 70.370.370.370.3 15151515

9999 貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様 79797979 8.78.78.78.7 70.370.370.370.3 2222

10101010 竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様 86868686 15.615.615.615.6 70.470.470.470.4 9999

竹組　参加人数  21名竹組　参加人数  21名竹組　参加人数  21名竹組　参加人数  21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 水流  佳章  様水流  佳章  様水流  佳章  様水流  佳章  様 78787878 11.811.811.811.8 66.266.266.266.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 砂原  俊隆  様砂原  俊隆  様砂原  俊隆  様砂原  俊隆  様 82828282 13.713.713.713.7 68.368.368.368.3 5555

3333 貴島  京子  様貴島  京子  様貴島  京子  様貴島  京子  様 79797979 10.410.410.410.4 68.668.668.668.6 3333

4444 関    正広   様関    正広   様関    正広   様関    正広   様 86868686 17.217.217.217.2 68.868.868.868.8 9999

5555 山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様 78787878 8.38.38.38.3 69.769.769.769.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 吉留  一幸  様吉留  一幸  様吉留  一幸  様吉留  一幸  様 85858585 14.614.614.614.6 70.470.470.470.4 8888

7777 坪水  徳郎  様坪水  徳郎  様坪水  徳郎  様坪水  徳郎  様 86868686 14.914.914.914.9 71.171.171.171.1 8888

8888 秋元    茂   様秋元    茂   様秋元    茂   様秋元    茂   様 83838383 11.411.411.411.4 71.671.671.671.6 6666

9999 川野  秀利  様川野  秀利  様川野  秀利  様川野  秀利  様 83838383 11.211.211.211.2 71.871.871.871.8 6666

10101010 和田  輝明  様和田  輝明  様和田  輝明  様和田  輝明  様 100100100100 27.027.027.027.0 73.073.073.073.0 19191919

梅組　参加人数  21名梅組　参加人数  21名梅組　参加人数  21名梅組　参加人数  21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 上村  雅彦  様上村  雅彦  様上村  雅彦  様上村  雅彦  様 80808080 15.015.015.015.0 65.065.065.065.0 4444 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様 76767676 9.39.39.39.3 66.766.766.766.7 2222

3333 藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様 79797979 10.210.210.210.2 68.868.868.868.8 3333

4444 弓削  弘和  様弓削  弘和  様弓削  弘和  様弓削  弘和  様 88888888 18.518.518.518.5 69.569.569.569.5 11111111

5555 国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様 74747474 3.93.93.93.9 70.170.170.170.1 1111

6666 福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様 87878787 16.416.416.416.4 70.670.670.670.6 10101010

7777 石踊  尚世  様石踊  尚世  様石踊  尚世  様石踊  尚世  様 98989898 27.327.327.327.3 70.770.770.770.7 18181818

8888 岡留  孝二  様岡留  孝二  様岡留  孝二  様岡留  孝二  様 82828282 11.011.011.011.0 71.071.071.071.0 6666

9999 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 88888888 16.016.016.016.0 72.072.072.072.0 11111111

10101010 徳留  秀人  様徳留  秀人  様徳留  秀人  様徳留  秀人  様 80808080 7.17.17.17.1 72.972.972.972.9 4444

平成29年度（第44回）開場記念日杯（寿・松・竹・梅）　成績表平成29年度（第44回）開場記念日杯（寿・松・竹・梅）　成績表平成29年度（第44回）開場記念日杯（寿・松・竹・梅）　成績表平成29年度（第44回）開場記念日杯（寿・松・竹・梅）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


