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

寿組　参加人数 25名寿組　参加人数 25名寿組　参加人数 25名寿組　参加人数 25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 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 83838383 18.118.118.118.1 64.964.964.964.9 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 福岡  幸二  様福岡  幸二  様福岡  幸二  様福岡  幸二  様 91919191 25.625.625.625.6 65.465.465.465.4 14141414

3333 小林  正義  様小林  正義  様小林  正義  様小林  正義  様 85858585 17.917.917.917.9 67.167.167.167.1 6666

4444 垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様 89898989 20.620.620.620.6 68.468.468.468.4 10101010

5555 守屋  尚人  様守屋  尚人  様守屋  尚人  様守屋  尚人  様 88888888 18.918.918.918.9 69.169.169.169.1 9999

6666 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 78787878 7.47.47.47.4 70.670.670.670.6 2222

7777 白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様 84848484 12.612.612.612.6 71.471.471.471.4 5555

8888 飛石  敏明  様飛石  敏明  様飛石  敏明  様飛石  敏明  様 96969696 24.124.124.124.1 71.971.971.971.9 19191919

9999 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 99999999 27.127.127.127.1 71.971.971.971.9 21212121

10101010 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 76767676 4.14.14.14.1 71.971.971.971.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

松組　参加人数  25名松組　参加人数  25名松組　参加人数  25名松組　参加人数  25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 坂下  満仙  様坂下  満仙  様坂下  満仙  様坂下  満仙  様 87878787 22.322.322.322.3 64.764.764.764.7 9999

準優勝準優勝準優勝準優勝 小川  清秀  様小川  清秀  様小川  清秀  様小川  清秀  様 78787878 12.412.412.412.4 65.665.665.665.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様 80808080 13.313.313.313.3 66.766.766.766.7 2222

4444 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 6666

5555 下戸    潔   様下戸    潔   様下戸    潔   様下戸    潔   様 87878787 18.318.318.318.3 68.768.768.768.7 9999

6666 重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様 80808080 9.69.69.69.6 70.470.470.470.4 2222

7777 芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様 88888888 16.816.816.816.8 71.271.271.271.2 11111111

8888 田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様 81818181 9.79.79.79.7 71.371.371.371.3 4444

9999 村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様 86868686 14.314.314.314.3 71.771.771.771.7 7777

10101010 松園  忠康  様松園  忠康  様松園  忠康  様松園  忠康  様 94949494 21.421.421.421.4 72.672.672.672.6 18181818

竹組　参加人数  23名竹組　参加人数  23名竹組　参加人数  23名竹組　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 平河    明   様平河    明   様平河    明   様平河    明   様 88888888 24.424.424.424.4 63.663.663.663.6 6666

準優勝準優勝準優勝準優勝 中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様 81818181 14.714.714.714.7 66.366.366.366.3 2222

3333 下仮屋  誠  様下仮屋  誠  様下仮屋  誠  様下仮屋  誠  様 81818181 13.313.313.313.3 67.767.767.767.7 2222

4444 園田  龍彦  様園田  龍彦  様園田  龍彦  様園田  龍彦  様 98989898 29.729.729.729.7 68.368.368.368.3 17171717

5555 脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様 85858585 14.114.114.114.1 70.970.970.970.9 5555

6666 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 76767676 3.93.93.93.9 72.172.172.172.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

7777 西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様 91919191 17.917.917.917.9 73.173.173.173.1 9999

8888 守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様 90909090 16.116.116.116.1 73.973.973.973.9 7777

9999 津曲    誠   様津曲    誠   様津曲    誠   様津曲    誠   様 84848484 10.010.010.010.0 74.074.074.074.0 4444

10101010 田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様 92929292 18.018.018.018.0 74.074.074.074.0 10101010

梅組　参加人数  25名梅組　参加人数  25名梅組　参加人数  25名梅組　参加人数  25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 坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様 91919191 27.627.627.627.6 63.463.463.463.4 18181818

準優勝準優勝準優勝準優勝 岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様 71717171 3.93.93.93.9 67.167.167.167.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 有園    誠   様有園    誠   様有園    誠   様有園    誠   様 86868686 17.117.117.117.1 68.968.968.968.9 12121212

4444 上之段  博文  様上之段  博文  様上之段  博文  様上之段  博文  様 85858585 16.016.016.016.0 69.069.069.069.0 11111111

5555 前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様 83838383 13.913.913.913.9 69.169.169.169.1 5555

6666 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 4444

7777 日高  龍一郎  様日高  龍一郎  様日高  龍一郎  様日高  龍一郎  様 88888888 17.617.617.617.6 70.470.470.470.4 15151515

8888 中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様 75757575 3.53.53.53.5 71.571.571.571.5 2222

9999 吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様 84848484 12.212.212.212.2 71.871.871.871.8 8888

10101010 田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様 90909090 18.018.018.018.0 72.072.072.072.0 16161616
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