
H29年12月 17日（日）H29年12月 17日（日）H29年12月 17日（日）H29年12月 17日（日）

A組　参加人数  41名A組　参加人数  41名A組　参加人数  41名A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 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 83838383 10.010.010.010.0 73.073.073.073.0 6666

準優勝準優勝準優勝準優勝 下清水  操  様下清水  操  様下清水  操  様下清水  操  様 85858585 12.012.012.012.0 73.073.073.073.0 15151515

3333 長野  昭人  様長野  昭人  様長野  昭人  様長野  昭人  様 86868686 13.013.013.013.0 73.073.073.073.0 19191919

4444 有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様 83838383 10.010.010.010.0 73.073.073.073.0 6666

5555 川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様 83838383 10.010.010.010.0 73.073.073.073.0 6666

6666 若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様 87878787 13.113.113.113.1 73.973.973.973.9 22222222

7777 川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様 84848484 10.010.010.010.0 74.074.074.074.0 12121212

8888 田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様 84848484 10.010.010.010.0 74.074.074.074.0 12121212

9999 重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様 83838383 8.08.08.08.0 75.075.075.075.0 6666

10101010 渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様 86868686 11.011.011.011.0 75.075.075.075.0 20202020

岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様 77777777 1.61.61.61.6 75.475.475.475.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

B組　参加人数 39名B組　参加人数 39名B組　参加人数 39名B組　参加人数 39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  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様 95959595 23.923.923.923.9 71.171.171.171.1 10101010

準優勝準優勝準優勝準優勝 田上    明   様田上    明   様田上    明   様田上    明   様 92929292 20.620.620.620.6 71.471.471.471.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様 96969696 24.024.024.024.0 72.072.072.072.0 11111111

4444 前原  盛男  様前原  盛男  様前原  盛男  様前原  盛男  様 96969696 23.323.323.323.3 72.772.772.772.7 11111111

5555 今村  政任  様今村  政任  様今村  政任  様今村  政任  様 93939393 20.020.020.020.0 73.073.073.073.0 4444

6666 水口  住康  様水口  住康  様水口  住康  様水口  住康  様 93939393 19.419.419.419.4 73.673.673.673.6 4444

7777 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 101101101101 27.027.027.027.0 74.074.074.074.0 26262626

8888 吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様 92929292 17.517.517.517.5 74.574.574.574.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

9999 有村  徳三  様有村  徳三  様有村  徳三  様有村  徳三  様 94949494 19.019.019.019.0 75.075.075.075.0 7777

10101010 坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様 99999999 23.523.523.523.5 75.575.575.575.5 19191919

江口  明子  様江口  明子  様江口  明子  様江口  明子  様 92929292 16.216.216.216.2 75.875.875.875.8 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

サッポロビール杯　（A・B）成績表サッポロビール杯　（A・B）成績表サッポロビール杯　（A・B）成績表サッポロビール杯　（A・B）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


