
H29年 10月 29日（日）H29年 10月 29日（日）H29年 10月 29日（日）H29年 10月 29日（日）

Ａ組　参加人数  25名Ａ組　参加人数  25名Ａ組　参加人数  25名Ａ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 田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様 78787878 10.010.010.010.0 68.068.068.068.0 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 外岩戸  哲夫  様外岩戸  哲夫  様外岩戸  哲夫  様外岩戸  哲夫  様 79797979 9.39.39.39.3 69.769.769.769.7 4444

3333 小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様 83838383 13.113.113.113.1 69.969.969.969.9 10101010

4444 貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様 78787878 7.07.07.07.0 71.071.071.071.0 2222

5555 坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様 81818181 9.09.09.09.0 72.072.072.072.0 7777

6666 若松  和代  様若松  和代  様若松  和代  様若松  和代  様 73737373 0.20.20.20.2 72.872.872.872.8 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

7777 山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様 81818181 7.37.37.37.3 73.773.773.773.7 7777

8888 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 85858585 10.010.010.010.0 75.075.075.075.0 13131313

9999 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 79797979 3.93.93.93.9 75.175.175.175.1 4444

10101010 松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様 87878787 11.711.711.711.7 75.375.375.375.3 14141414

Ｂ組　参加人数 25名Ｂ組　参加人数 25名Ｂ組　参加人数 25名Ｂ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 郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様 83838383 13.513.513.513.5 69.569.569.569.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 西海  洋治  様西海  洋治  様西海  洋治  様西海  洋治  様 87878787 13.313.313.313.3 73.773.773.773.7 2222

3333 石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様 102102102102 28.228.228.228.2 73.873.873.873.8 14141414

4444 村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様 89898989 14.214.214.214.2 74.874.874.874.8 3333

5555 白坂  文夫  様白坂  文夫  様白坂  文夫  様白坂  文夫  様 93939393 16.716.716.716.7 76.376.376.376.3 5555

6666 今隈    満   様今隈    満   様今隈    満   様今隈    満   様 97979797 20.420.420.420.4 76.676.676.676.6 8888

7777 川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様 91919191 14.014.014.014.0 77.077.077.077.0 4444

8888 徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様 95959595 18.018.018.018.0 77.077.077.077.0 6666

9999 石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様 101101101101 23.923.923.923.9 77.177.177.177.1 13131313

10101010 永田    穣   様永田    穣   様永田    穣   様永田    穣   様 98989898 19.919.919.919.9 78.178.178.178.1 11111111

セレスグリーン杯(A・B)セレスグリーン杯(A・B)セレスグリーン杯(A・B)セレスグリーン杯(A・B)

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


