
H 29年  9月 24日（日）H 29年  9月 24日（日）H 29年  9月 24日（日）H 29年  9月 24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 坪水  徳郎  様坪水  徳郎  様坪水  徳郎  様坪水  徳郎  様 80808080 14.914.914.914.9 65.165.165.165.1 9999

準優勝準優勝準優勝準優勝 西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様 78787878 11.711.711.711.7 66.366.366.366.3 5555

3333 岩切  重則  様岩切  重則  様岩切  重則  様岩切  重則  様 80808080 12.512.512.512.5 67.567.567.567.5 9999

4444 小川  清秀  様小川  清秀  様小川  清秀  様小川  清秀  様 80808080 12.412.412.412.4 67.667.667.667.6 9999

5555 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 72727272 4.14.14.14.1 67.967.967.967.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 吉留  一幸  様吉留  一幸  様吉留  一幸  様吉留  一幸  様 84848484 14.614.614.614.6 69.469.469.469.4 18181818

7777 江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様 81818181 10.710.710.710.7 70.370.370.370.3 13131313

8888 中垣内  謙一  様中垣内  謙一  様中垣内  謙一  様中垣内  謙一  様 84848484 13.313.313.313.3 70.770.770.770.7 18181818

9999 国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様 75757575 3.93.93.93.9 71.171.171.171.1 3333

10101010 川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様 83838383 11.611.611.611.6 71.471.471.471.4 16161616

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 和田  輝明  様和田  輝明  様和田  輝明  様和田  輝明  様 93939393 27.027.027.027.0 66.066.066.066.0 12121212

準優勝準優勝準優勝準優勝 熊谷  由博  様熊谷  由博  様熊谷  由博  様熊谷  由博  様 85858585 18.318.318.318.3 66.766.766.766.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 水口  住康  様水口  住康  様水口  住康  様水口  住康  様 90909090 20.820.820.820.8 69.269.269.269.2 5555

4444 徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様 90909090 20.120.120.120.1 69.969.969.969.9 5555

5555 中島  清孝  様中島  清孝  様中島  清孝  様中島  清孝  様 97979797 26.726.726.726.7 70.370.370.370.3 21212121

6666 古江    矢   様古江    矢   様古江    矢   様古江    矢   様 97979797 25.825.825.825.8 71.271.271.271.2 21212121

7777 田代  安太  様田代  安太  様田代  安太  様田代  安太  様 97979797 25.425.425.425.4 71.671.671.671.6 21212121

8888 副島  淳一  様副島  淳一  様副島  淳一  様副島  淳一  様 98989898 26.226.226.226.2 71.871.871.871.8 27272727

9999 守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様 88888888 16.116.116.116.1 71.971.971.971.9 2222

10101010 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 90909090 18.118.118.118.1 71.971.971.971.9 5555

西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


