
Ｈ 29年 11月 5日（日）Ｈ 29年 11月 5日（日）Ｈ 29年 11月 5日（日）Ｈ 29年 11月 5日（日）

A組　参加人数  48名A組　参加人数  48名A組　参加人数  48名A組　参加人数  48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 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 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様 84848484 14.914.914.914.9 69.169.169.169.1 16161616

3333 白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様 81818181 11.611.611.611.6 69.469.469.469.4 8888

4444 長野  昭人  様長野  昭人  様長野  昭人  様長野  昭人  様 84848484 14.114.114.114.1 69.969.969.969.9 16161616

5555 大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様 84848484 13.713.713.713.7 70.370.370.370.3 16161616

6666 川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様 85858585 14.014.014.014.0 71.071.071.071.0 22222222

7777 白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様 82828282 10.610.610.610.6 71.471.471.471.4 11111111

8888 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

9999 白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様 85858585 12.612.612.612.6 72.472.472.472.4 22222222

10101010 森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様 80808080 7.07.07.07.0 73.073.073.073.0 6666

田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 76767676 -1.1-1.1-1.1-1.1 77.177.177.177.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

B組　参加人数  41名B組　参加人数  41名B組　参加人数  41名B組　参加人数  41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 有村  裕二  様有村  裕二  様有村  裕二  様有村  裕二  様 81818181 16.616.616.616.6 64.464.464.464.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 嶽野  廣一  様嶽野  廣一  様嶽野  廣一  様嶽野  廣一  様 96969696 28.728.728.728.7 67.367.367.367.3 17171717

3333 岩元  正広  様岩元  正広  様岩元  正広  様岩元  正広  様 88888888 19.119.119.119.1 68.968.968.968.9 3333

4444 有村  和憲  様有村  和憲  様有村  和憲  様有村  和憲  様 85858585 15.515.515.515.5 69.569.569.569.5 2222

5555 前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様 98989898 25.925.925.925.9 72.172.172.172.1 24242424

6666 森    昌幸   様森    昌幸   様森    昌幸   様森    昌幸   様 91919191 18.718.718.718.7 72.372.372.372.3 5555

7777 村山  厚子  様村山  厚子  様村山  厚子  様村山  厚子  様 96969696 23.523.523.523.5 72.572.572.572.5 17171717

8888 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 12121212

9999 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 29292929

10101010 福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様 90909090 15.715.715.715.7 74.374.374.374.3 4444

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

海が好き！さつま大海杯　（A・B）成績表海が好き！さつま大海杯　（A・B）成績表海が好き！さつま大海杯　（A・B）成績表海が好き！さつま大海杯　（A・B）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


