
H 29年12月 10日（日）H 29年12月 10日（日）H 29年12月 10日（日）H 29年12月 10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 松下  健太郎  様松下  健太郎  様松下  健太郎  様松下  健太郎  様 72727272 8.88.88.88.8 63.263.263.263.2 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様 81818181 14.214.214.214.2 66.866.866.866.8 11111111

3333 市來  光男  様市來  光男  様市來  光男  様市來  光男  様 76767676 7.47.47.47.4 68.668.668.668.6 3333

4444 宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様 81818181 12.012.012.012.0 69.069.069.069.0 11111111

5555 脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様 83838383 13.813.813.813.8 69.269.269.269.2 17171717

6666 白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様 82828282 12.612.612.612.6 69.469.469.469.4 14141414

7777 若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 71717171 1.01.01.01.0 70.070.070.070.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

8888 藤崎  輝男  様藤崎  輝男  様藤崎  輝男  様藤崎  輝男  様 80808080 9.89.89.89.8 70.270.270.270.2 7777

9999 松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様 82828282 11.711.711.711.7 70.370.370.370.3 14141414

10101010 長野  昭人  様長野  昭人  様長野  昭人  様長野  昭人  様 84848484 13.513.513.513.5 70.570.570.570.5 21212121

B組　参加人数 45名B組　参加人数 45名B組　参加人数 45名B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 原口  順一  様原口  順一  様原口  順一  様原口  順一  様 88888888 25.625.625.625.6 62.462.462.462.4 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様 93939393 25.925.925.925.9 67.167.167.167.1 17171717

3333 田中  勝治  様田中  勝治  様田中  勝治  様田中  勝治  様 91919191 22.022.022.022.0 69.069.069.069.0 9999

4444 金沢  隆志  様金沢  隆志  様金沢  隆志  様金沢  隆志  様 94949494 23.723.723.723.7 70.370.370.370.3 21212121

5555 今隈    満   様今隈    満   様今隈    満   様今隈    満   様 91919191 20.420.420.420.4 70.670.670.670.6 9999

6666 石川    勉   様石川    勉   様石川    勉   様石川    勉   様 88888888 17.217.217.217.2 70.870.870.870.8 3333

7777 山之口  稔  様山之口  稔  様山之口  稔  様山之口  稔  様 87878787 15.815.815.815.8 71.271.271.271.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

8888 橋口    渡   様橋口    渡   様橋口    渡   様橋口    渡   様 91919191 19.719.719.719.7 71.371.371.371.3 9999

9999 松園  忠康  様松園  忠康  様松園  忠康  様松園  忠康  様 93939393 21.421.421.421.4 71.671.671.671.6 17171717

10101010 副島  淳一  様副島  淳一  様副島  淳一  様副島  淳一  様 98989898 26.126.126.126.1 71.971.971.971.9 34343434

竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様 87878787 15.115.115.115.1 71.971.971.971.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

山坂杯 （Ａ・Ｂ）　成績表山坂杯 （Ａ・Ｂ）　成績表山坂杯 （Ａ・Ｂ）　成績表山坂杯 （Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


