
H29年 10月 8日（日）H29年 10月 8日（日）H29年 10月 8日（日）H29年 10月 8日（日）

Ａ組　参加人数 21名Ａ組　参加人数 21名Ａ組　参加人数 21名Ａ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 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 73737373 4.14.14.14.1 68.968.968.968.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 貴島  京子  様貴島  京子  様貴島  京子  様貴島  京子  様 80808080 10.410.410.410.4 69.669.669.669.6 5555

3333 江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様 82828282 10.710.710.710.7 71.371.371.371.3 7777

4444 田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様 83838383 11.611.611.611.6 71.471.471.471.4 11111111

5555 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 84848484 12.012.012.012.0 72.072.072.072.0 14141414

6666 川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様 84848484 11.611.611.611.6 72.472.472.472.4 14141414

7777 貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様 82828282 8.78.78.78.7 73.373.373.373.3 7777

8888 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 78787878 3.93.93.93.9 74.174.174.174.1 3333

9999 白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様 87878787 12.612.612.612.6 74.474.474.474.4 19191919

10101010 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 7777

Ｂ組　参加人数 19名Ｂ組　参加人数 19名Ｂ組　参加人数 19名Ｂ組　参加人数 19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 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 85858585 16.016.016.016.0 69.069.069.069.0 2222

3333 中島  文雄  様中島  文雄  様中島  文雄  様中島  文雄  様 93939393 22.922.922.922.9 70.170.170.170.1 11111111

4444 野田  文藏  様野田  文藏  様野田  文藏  様野田  文藏  様 88888888 17.917.917.917.9 70.170.170.170.1 5555

5555 稲留  幸作  様稲留  幸作  様稲留  幸作  様稲留  幸作  様 84848484 13.113.113.113.1 70.970.970.970.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 有村  和憲  様有村  和憲  様有村  和憲  様有村  和憲  様 88888888 17.017.017.017.0 71.071.071.071.0 5555

7777 栫    利春   様栫    利春   様栫    利春   様栫    利春   様 87878787 15.615.615.615.6 71.471.471.471.4 3333

8888 川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様 87878787 15.515.515.515.5 71.571.571.571.5 3333

9999 石踊  尚世  様石踊  尚世  様石踊  尚世  様石踊  尚世  様 100100100100 27.327.327.327.3 72.772.772.772.7 18181818

10101010 石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様 101101101101 28.228.228.228.2 72.872.872.872.8 19191919

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

志布志湾大黒杯（Ａ・Ｂ）成績表志布志湾大黒杯（Ａ・Ｂ）成績表志布志湾大黒杯（Ａ・Ｂ）成績表志布志湾大黒杯（Ａ・Ｂ）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


