
H 30年 1月3日（火）H 30年 1月3日（火）H 30年 1月3日（火）H 30年 1月3日（火）

Ａ組　参加人数 25名Ａ組　参加人数 25名Ａ組　参加人数 25名Ａ組　参加人数 25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 郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様 80808080 13.913.913.913.9 66.166.166.166.1 7777

準優勝準優勝準優勝準優勝 中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様 72727272 3.53.53.53.5 68.568.568.568.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 81818181 12.012.012.012.0 69.069.069.069.0 9999

4444 河野  新吾  様河野  新吾  様河野  新吾  様河野  新吾  様 79797979 7.67.67.67.6 71.471.471.471.4 5555

5555 稲留  幸作  様稲留  幸作  様稲留  幸作  様稲留  幸作  様 82828282 10.010.010.010.0 72.072.072.072.0 10101010

6666 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 77777777 5.05.05.05.0 72.072.072.072.0 3333

7777 宮下  淳也  様宮下  淳也  様宮下  淳也  様宮下  淳也  様 79797979 4.84.84.84.8 74.274.274.274.2 5555

8888 枦山  博信  様枦山  博信  様枦山  博信  様枦山  博信  様 85858585 10.010.010.010.0 75.075.075.075.0 13131313

9999 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 85858585 10.010.010.010.0 75.075.075.075.0 13131313

10101010 貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様 80808080 4.04.04.04.0 76.076.076.076.0 7777

Ｂ組　参加人数 23名Ｂ組　参加人数 23名Ｂ組　参加人数 23名Ｂ組　参加人数 23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 上之段  博文  様上之段  博文  様上之段  博文  様上之段  博文  様 83838383 14.514.514.514.5 68.568.568.568.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 川上  桂一郎  様川上  桂一郎  様川上  桂一郎  様川上  桂一郎  様 86868686 17.117.117.117.1 68.968.968.968.9 2222

3333 関    正広   様関    正広   様関    正広   様関    正広   様 87878787 15.615.615.615.6 71.471.471.471.4 3333

4444 宮薗  善隆  様宮薗  善隆  様宮薗  善隆  様宮薗  善隆  様 89898989 17.517.517.517.5 71.571.571.571.5 5555

5555 芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様 88888888 16.416.416.416.4 71.671.671.671.6 4444

6666 皆元  成美  様皆元  成美  様皆元  成美  様皆元  成美  様 103103103103 30.630.630.630.6 72.472.472.472.4 21212121

7777 久永    貢   様久永    貢   様久永    貢   様久永    貢   様 94949494 21.521.521.521.5 72.572.572.572.5 8888

8888 石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様 97979797 23.923.923.923.9 73.173.173.173.1 13131313

9999 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 19191919

10101010 山元    学   様山元    学   様山元    学   様山元    学   様 100100100100 25.925.925.925.9 74.174.174.174.1 17171717

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

初夢杯　（Ａ・Ｂ）　成績表初夢杯　（Ａ・Ｂ）　成績表初夢杯　（Ａ・Ｂ）　成績表初夢杯　（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


