
H29年 10月 15日（日）H29年 10月 15日（日）H29年 10月 15日（日）H29年 10月 15日（日）

Ａ組　参加人数 24名Ａ組　参加人数 24名Ａ組　参加人数 24名Ａ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 江口  政和 様江口  政和 様江口  政和 様江口  政和 様 76767676 9.09.09.09.0 67.067.067.067.0 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 貴島  正治 様貴島  正治 様貴島  正治 様貴島  正治 様 76767676 7.07.07.07.0 69.069.069.069.0 2222

3333 佐藤  正已 様佐藤  正已 様佐藤  正已 様佐藤  正已 様 80808080 10.810.810.810.8 69.269.269.269.2 10101010

4444 松田  守男 様松田  守男 様松田  守男 様松田  守男 様 81818181 11.711.711.711.7 69.369.369.369.3 12121212

5555 中島  裕二 様中島  裕二 様中島  裕二 様中島  裕二 様 74747474 3.53.53.53.5 70.570.570.570.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 山下  保 様山下  保 様山下  保 様山下  保 様 77777777 5.05.05.05.0 72.072.072.072.0 5555

7777 神田  国義 様神田  国義 様神田  国義 様神田  国義 様 79797979 6.06.06.06.0 73.073.073.073.0 9999

8888 中原  憲男 様中原  憲男 様中原  憲男 様中原  憲男 様 86868686 13.013.013.013.0 73.073.073.073.0 17171717

9999 谷本  親志 様谷本  親志 様谷本  親志 様谷本  親志 様 77777777 3.93.93.93.9 73.173.173.173.1 5555

10101010 川崎  源雄 様川崎  源雄 様川崎  源雄 様川崎  源雄 様 85858585 11.611.611.611.6 73.473.473.473.4 16161616

Ｂ組　参加人数 23名Ｂ組　参加人数 23名Ｂ組　参加人数 23名Ｂ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 坂上  壽藏 様坂上  壽藏 様坂上  壽藏 様坂上  壽藏 様 89898989 18.518.518.518.5 70.570.570.570.5 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 宮薗  善隆 様宮薗  善隆 様宮薗  善隆 様宮薗  善隆 様 89898989 18.118.118.118.1 70.970.970.970.9 4444

3333 岩元  正広 様岩元  正広 様岩元  正広 様岩元  正広 様 90909090 19.119.119.119.1 70.970.970.970.9 7777

4444 末満  一十四 様末満  一十四 様末満  一十四 様末満  一十四 様 86868686 14.914.914.914.9 71.171.171.171.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

5555 芹田  智 様芹田  智 様芹田  智 様芹田  智 様 89898989 16.416.416.416.4 72.672.672.672.6 4444

6666 川﨑  光文 様川﨑  光文 様川﨑  光文 様川﨑  光文 様 87878787 14.014.014.014.0 73.073.073.073.0 2222

7777 坂元  勇 様坂元  勇 様坂元  勇 様坂元  勇 様 100100100100 27.027.027.027.0 73.073.073.073.0 17171717

8888 若松  弘子 様若松  弘子 様若松  弘子 様若松  弘子 様 87878787 13.113.113.113.1 73.973.973.973.9 2222

9999 石踊  恵子 様石踊  恵子 様石踊  恵子 様石踊  恵子 様 103103103103 28.228.228.228.2 74.874.874.874.8 21212121

10101010 松浦  秋男 様松浦  秋男 様松浦  秋男 様松浦  秋男 様 97979797 21.221.221.221.2 75.875.875.875.8 14141414

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

ＡＬＳＯＫ鹿児島綜警杯 杯  Ａ・Ｂ　成績表ＡＬＳＯＫ鹿児島綜警杯 杯  Ａ・Ｂ　成績表ＡＬＳＯＫ鹿児島綜警杯 杯  Ａ・Ｂ　成績表ＡＬＳＯＫ鹿児島綜警杯 杯  Ａ・Ｂ　成績表
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