
H29年 10月 26日（木）H29年 10月 26日（木）H29年 10月 26日（木）H29年 10月 26日（木）

参加人数  138名参加人数  138名参加人数  138名参加人数  138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 坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様 96969696 25.225.225.225.2 70.870.870.870.8

2222 関屋  史郎  様関屋  史郎  様関屋  史郎  様関屋  史郎  様 79797979 7.27.27.27.2 71.871.871.871.8

3333 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 79797979 7.27.27.27.2 71.871.871.871.8

4444 若松  和代  様若松  和代  様若松  和代  様若松  和代  様 72727272 0.00.00.00.0 72.072.072.072.0

5555 柏木  瑞雄  様柏木  瑞雄  様柏木  瑞雄  様柏木  瑞雄  様 88888888 15.615.615.615.6 72.472.472.472.4

10101010 黒原  邦治  様黒原  邦治  様黒原  邦治  様黒原  邦治  様 85858585 12.012.012.012.0 73.073.073.073.0

15151515 脇    敏郎   様脇    敏郎   様脇    敏郎   様脇    敏郎   様 96969696 22.822.822.822.8 73.273.273.273.2

20202020 谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様 76767676 2.42.42.42.4 73.673.673.673.6

25252525 中井  末成  様中井  末成  様中井  末成  様中井  末成  様 87878787 13.213.213.213.2 73.873.873.873.8

30303030 巣立  正廣  様巣立  正廣  様巣立  正廣  様巣立  正廣  様 97979797 22.822.822.822.8 74.274.274.274.2

35353535 岡留  松二  様岡留  松二  様岡留  松二  様岡留  松二  様 90909090 15.615.615.615.6 74.474.474.474.4

40404040 純浦  しず江  様純浦  しず江  様純浦  しず江  様純浦  しず江  様 83838383 8.48.48.48.4 74.674.674.674.6

45454545 山下    修   様山下    修   様山下    修   様山下    修   様 83838383 8.48.48.48.4 74.674.674.674.6

50505050 新西  謙吉  様新西  謙吉  様新西  謙吉  様新西  謙吉  様 94949494 19.219.219.219.2 74.874.874.874.8

60606060 福沢  辰美  様福沢  辰美  様福沢  辰美  様福沢  辰美  様 97979797 21.621.621.621.6 75.475.475.475.4

70707070 西村  那智夫  様西村  那智夫  様西村  那智夫  様西村  那智夫  様 89898989 13.213.213.213.2 75.875.875.875.8

80808080 瀬戸口  守孝  様瀬戸口  守孝  様瀬戸口  守孝  様瀬戸口  守孝  様 112112112112 36.036.036.036.0 76.076.076.076.0

90909090 四元  武光  様四元  武光  様四元  武光  様四元  武光  様 97979797 20.420.420.420.4 76.676.676.676.6

100100100100 小浜    優   様小浜    優   様小浜    優   様小浜    優   様 93939393 15.615.615.615.6 77.477.477.477.4

110110110110 林    伸豪   様林    伸豪   様林    伸豪   様林    伸豪   様 102102102102 24.024.024.024.0 78.078.078.078.0

120120120120 平川  満歳  様平川  満歳  様平川  満歳  様平川  満歳  様 115115115115 36.036.036.036.0 79.079.079.079.0

130130130130 池迫  政広  様池迫  政広  様池迫  政広  様池迫  政広  様 103103103103 21.621.621.621.6 81.481.481.481.4

ＢＢＢＢＢＢＢＢ 小城  善政  様小城  善政  様小城  善政  様小城  善政  様 119119119119 36.036.036.036.0 83.083.083.083.0

大隅四木杯成績表大隅四木杯成績表大隅四木杯成績表大隅四木杯成績表
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