
H29年 12月 3日（日）H29年 12月 3日（日）H29年 12月 3日（日）H29年 12月 3日（日）

Ａ組　参加人数 45名Ａ組　参加人数 45名Ａ組　参加人数 45名Ａ組　参加人数 45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 田畑  清實  様田畑  清實  様田畑  清實  様田畑  清實  様 83838383 14.914.914.914.9 68.168.168.168.1 14141414

準優勝準優勝準優勝準優勝 横山  桂一  様横山  桂一  様横山  桂一  様横山  桂一  様 71717171 2.42.42.42.4 68.668.668.668.6 2222

3333 田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 69696969 -1.1-1.1-1.1-1.1 70.170.170.170.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様 81818181 10.010.010.010.0 71.071.071.071.0 9999

5555 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 86868686 14.514.514.514.5 71.571.571.571.5 19191919

6666 久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様 81818181 8.98.98.98.9 72.172.172.172.1 9999

7777 有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様 83838383 10.410.410.410.4 72.672.672.672.6 14141414

8888 徳留  秀人  様徳留  秀人  様徳留  秀人  様徳留  秀人  様 80808080 7.17.17.17.1 72.972.972.972.9 7777

9999 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 7777

10101010 岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様 75757575 1.61.61.61.6 73.473.473.473.4 3333

Ｂ組　参加人数 43名Ｂ組　参加人数 43名Ｂ組　参加人数 43名Ｂ組　参加人数 43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 石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様 96969696 28.228.228.228.2 67.867.867.867.8 17171717

準優勝準優勝準優勝準優勝 桑原  克幸  様桑原  克幸  様桑原  克幸  様桑原  克幸  様 98989898 29.829.829.829.8 68.268.268.268.2 26262626

3333 森    義大   様森    義大   様森    義大   様森    義大   様 93939393 23.523.523.523.5 69.569.569.569.5 7777

4444 肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様 93939393 22.922.922.922.9 70.170.170.170.1 7777

5555 仮屋  みゆき  様仮屋  みゆき  様仮屋  みゆき  様仮屋  みゆき  様 93939393 22.822.822.822.8 70.270.270.270.2 7777

6666 森    昌幸   様森    昌幸   様森    昌幸   様森    昌幸   様 89898989 18.718.718.718.7 70.370.370.370.3 2222

7777 牧之瀬  幸夫  様牧之瀬  幸夫  様牧之瀬  幸夫  様牧之瀬  幸夫  様 90909090 19.719.719.719.7 70.370.370.370.3 4444

8888 畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様 105105105105 33.233.233.233.2 71.871.871.871.8 38383838

9999 稲留  博人  様稲留  博人  様稲留  博人  様稲留  博人  様 89898989 17.017.017.017.0 72.072.072.072.0 2222

10101010 福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様 88888888 15.715.715.715.7 72.372.372.372.3 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

タイトリスト杯(Ａ・Ｂ）　成績表タイトリスト杯(Ａ・Ｂ）　成績表タイトリスト杯(Ａ・Ｂ）　成績表タイトリスト杯(Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


