
H29年  10月 1日（日）H29年  10月 1日（日）H29年  10月 1日（日）H29年  10月 1日（日）

松組　参加人数  23名松組　参加人数  23名松組　参加人数  23名松組　参加人数  23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 久木田  善一郎  様久木田  善一郎  様久木田  善一郎  様久木田  善一郎  様 83838383 15.415.415.415.4 67.667.667.667.6 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 87878787 18.118.118.118.1 68.968.968.968.9 8888

3333 谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様 77777777 7.47.47.47.4 69.669.669.669.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 村山  厚子  様村山  厚子  様村山  厚子  様村山  厚子  様 95959595 24.624.624.624.6 70.470.470.470.4 16161616

5555 西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様 87878787 16.016.016.016.0 71.071.071.071.0 8888

6666 岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様 79797979 6.66.66.66.6 72.472.472.472.4 2222

7777 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 88888888 15.615.615.615.6 72.472.472.472.4 11111111

8888 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 85858585 12.012.012.012.0 73.073.073.073.0 5555

9999 上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様 82828282 8.78.78.78.7 73.373.373.373.3 3333

10101010 岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様 86868686 12.512.512.512.5 73.573.573.573.5 6666

竹組　参加人数 24名竹組　参加人数 24名竹組　参加人数 24名竹組　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 石崎  俊市  様石崎  俊市  様石崎  俊市  様石崎  俊市  様 79797979 13.513.513.513.5 65.565.565.565.5 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 野田  文藏  様野田  文藏  様野田  文藏  様野田  文藏  様 84848484 17.917.917.917.9 66.166.166.166.1 7777

3333 白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様 78787878 11.611.611.611.6 66.466.466.466.4 2222

4444 枦山  博信  様枦山  博信  様枦山  博信  様枦山  博信  様 82828282 13.313.313.313.3 68.768.768.768.7 5555

5555 中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様 84848484 14.714.714.714.7 69.369.369.369.3 7777

6666 有村  和憲  様有村  和憲  様有村  和憲  様有村  和憲  様 87878787 17.017.017.017.0 70.070.070.070.0 10101010

7777 山下  幸男  様山下  幸男  様山下  幸男  様山下  幸男  様 90909090 19.319.319.319.3 70.770.770.770.7 14141414

8888 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 77777777 5.35.35.35.3 71.771.771.771.7 1111 BGBGBGBG

9999 坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様 91919191 18.518.518.518.5 72.572.572.572.5 15151515

10101010 高山  和己  様高山  和己  様高山  和己  様高山  和己  様 87878787 14.114.114.114.1 72.972.972.972.9 10101010

梅組　参加人数 24名梅組　参加人数 24名梅組　参加人数 24名梅組　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 和田  輝明  様和田  輝明  様和田  輝明  様和田  輝明  様 91919191 27.027.027.027.0 64.064.064.064.0 17171717

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 石踊  尚世  様石踊  尚世  様石踊  尚世  様石踊  尚世  様 94949494 27.327.327.327.3 66.766.766.766.7 19191919

4444 田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 70707070 2.02.02.02.0 68.068.068.068.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

5555 上山  浩一  様上山  浩一  様上山  浩一  様上山  浩一  様 90909090 21.921.921.921.9 68.168.168.168.1 14141414

6666 加治掘  敏郎  様加治掘  敏郎  様加治掘  敏郎  様加治掘  敏郎  様 78787878 9.79.79.79.7 68.368.368.368.3 3333

7777 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 87878787 16.016.016.016.0 71.071.071.071.0 10101010

8888 川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様 86868686 14.514.514.514.5 71.571.571.571.5 9999

9999 福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様 87878787 14.914.914.914.9 72.172.172.172.1 10101010

10101010 江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様 83838383 10.710.710.710.7 72.372.372.372.3 7777

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

酒の夢焼杯　（松・竹・梅）成績表酒の夢焼杯　（松・竹・梅）成績表酒の夢焼杯　（松・竹・梅）成績表酒の夢焼杯　（松・竹・梅）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


