
Ｈ 29年 11月 12日（日）Ｈ 29年 11月 12日（日）Ｈ 29年 11月 12日（日）Ｈ 29年 11月 12日（日）

A組　参加人数 34名A組　参加人数 34名A組　参加人数 34名A組　参加人数 34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 渕之上  祥徳  様渕之上  祥徳  様渕之上  祥徳  様渕之上  祥徳  様 77777777 11.911.911.911.9 65.165.165.165.1 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様 83838383 12.012.012.012.0 71.071.071.071.0 9999

3333 山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様 80808080 7.37.37.37.3 72.772.772.772.7 6666

4444 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 76767676 3.03.03.03.0 73.073.073.073.0 2222

5555 川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様 86868686 13.013.013.013.0 73.073.073.073.0 15151515

6666 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 76767676 2.82.82.82.8 73.273.273.273.2 2222

7777 貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様 78787878 4.04.04.04.0 74.074.074.074.0 5555

8888 川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様 85858585 10.010.010.010.0 75.075.075.075.0 12121212

9999 川添  喜久雄  様川添  喜久雄  様川添  喜久雄  様川添  喜久雄  様 87878787 12.012.012.012.0 75.075.075.075.0 17171717

10101010 上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様 84848484 8.78.78.78.7 75.375.375.375.3 11111111

田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 75757575 -1.1-1.1-1.1-1.1 76.176.176.176.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

B組　参加人数 ３１名B組　参加人数 ３１名B組　参加人数 ３１名B組　参加人数 ３１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 徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様 84848484 18.018.018.018.0 66.066.066.066.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 岩元  正広  様岩元  正広  様岩元  正広  様岩元  正広  様 85858585 17.517.517.517.5 67.567.567.567.5 2222

3333 安楽  博史  様安楽  博史  様安楽  博史  様安楽  博史  様 87878787 17.917.917.917.9 69.169.169.169.1 4444

4444 村上  真理  様村上  真理  様村上  真理  様村上  真理  様 86868686 16.616.616.616.6 69.469.469.469.4 3333

5555 竹之内  誠  様竹之内  誠  様竹之内  誠  様竹之内  誠  様 87878787 16.016.016.016.0 71.071.071.071.0 4444

6666 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 99999999 27.027.027.027.0 72.072.072.072.0 20202020

7777 石川    勉   様石川    勉   様石川    勉   様石川    勉   様 91919191 17.217.217.217.2 73.873.873.873.8 6666

8888 楯林  義寛  様楯林  義寛  様楯林  義寛  様楯林  義寛  様 93939393 18.118.118.118.1 74.974.974.974.9 9999

9999 中原  康文  様中原  康文  様中原  康文  様中原  康文  様 99999999 24.124.124.124.1 74.974.974.974.9 20202020

10101010 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 91919191 15.615.615.615.6 75.475.475.475.4 6666

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

焼鳥居酒屋 白鶴杯（Ａ・Ｂ）　成績表焼鳥居酒屋 白鶴杯（Ａ・Ｂ）　成績表焼鳥居酒屋 白鶴杯（Ａ・Ｂ）　成績表焼鳥居酒屋 白鶴杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


