
H29年  10月 12 日（木）H29年  10月 12 日（木）H29年  10月 12 日（木）H29年  10月 12 日（木）

参加人数  76名参加人数  76名参加人数  76名参加人数  76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

優勝優勝優勝優勝 田畑 洋一 様田畑 洋一 様田畑 洋一 様田畑 洋一 様 76767676 6.06.06.06.0 70.070.070.070.0

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 83838383 12.012.012.012.0 71.071.071.071.0

3333 四元 武光 様四元 武光 様四元 武光 様四元 武光 様 87878787 15.615.615.615.6 71.471.471.471.4

4444 有村 裕二 様有村 裕二 様有村 裕二 様有村 裕二 様 88888888 15.615.615.615.6 72.472.472.472.4

5555 久永 好美 様久永 好美 様久永 好美 様久永 好美 様 81818181 8.48.48.48.4 72.672.672.672.6

6666 川崎 源雄 様川崎 源雄 様川崎 源雄 様川崎 源雄 様 86868686 13.213.213.213.2 72.872.872.872.8

7777 坂東島 和久 様坂東島 和久 様坂東島 和久 様坂東島 和久 様 80808080 7.27.27.27.2 72.872.872.872.8

8888 西門 慎二 様西門 慎二 様西門 慎二 様西門 慎二 様 89898989 15.615.615.615.6 73.473.473.473.4

9999 中窪 孝 様中窪 孝 様中窪 孝 様中窪 孝 様 88888888 14.414.414.414.4 73.673.673.673.6

10101010 山下 鎮雄 様山下 鎮雄 様山下 鎮雄 様山下 鎮雄 様 88888888 14.414.414.414.4 73.673.673.673.6

15151515 中鶴 正則 様中鶴 正則 様中鶴 正則 様中鶴 正則 様 85858585 10.810.810.810.8 74.274.274.274.2

20202020 市川 成洋 様市川 成洋 様市川 成洋 様市川 成洋 様 92929292 16.816.816.816.8 75.275.275.275.2

25252525 渕之上 祥徳 様渕之上 祥徳 様渕之上 祥徳 様渕之上 祥徳 様 84848484 8.48.48.48.4 75.675.675.675.6

30303030 香妻 尚樹 様香妻 尚樹 様香妻 尚樹 様香妻 尚樹 様 80808080 3.63.63.63.6 76.476.476.476.4

35353535 水流 佳章 様水流 佳章 様水流 佳章 様水流 佳章 様 84848484 7.27.27.27.2 76.876.876.876.8

40404040 松田 智 様松田 智 様松田 智 様松田 智 様 94949494 16.816.816.816.8 77.277.277.277.2

45454545 窪田 和人 様窪田 和人 様窪田 和人 様窪田 和人 様 94949494 16.816.816.816.8 77.277.277.277.2

50505050 垣内 傳惠 様垣内 傳惠 様垣内 傳惠 様垣内 傳惠 様 92929292 14.414.414.414.4 77.677.677.677.6

55555555 田原 浩 様田原 浩 様田原 浩 様田原 浩 様 96969696 18.018.018.018.0 78.078.078.078.0

60606060 栗脇 昭穂 様栗脇 昭穂 様栗脇 昭穂 様栗脇 昭穂 様 84848484 6.06.06.06.0 78.078.078.078.0

65656565 福永 博文 様福永 博文 様福永 博文 様福永 博文 様 98989898 19.219.219.219.2 78.878.878.878.8

70707070 西小野 一弘 様西小野 一弘 様西小野 一弘 様西小野 一弘 様 91919191 10.810.810.810.8 80.280.280.280.2

Ｂ・Ｂ賞Ｂ・Ｂ賞Ｂ・Ｂ賞Ｂ・Ｂ賞 吉松 高 様吉松 高 様吉松 高 様吉松 高 様 111111111111 27.627.627.627.6 83.483.483.483.4

敢闘賞敢闘賞敢闘賞敢闘賞 坂口 典明 様坂口 典明 様坂口 典明 様坂口 典明 様 120120120120 36.036.036.036.0 84.084.084.084.0

木曜杯成績表木曜杯成績表木曜杯成績表木曜杯成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


