
H30年 1月 7日（日）H30年 1月 7日（日）H30年 1月 7日（日）H30年 1月 7日（日）

Ａ組　参加人数  35名Ａ組　参加人数  35名Ａ組　参加人数  35名Ａ組　参加人数  35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 83838383 13.913.913.913.9 69.169.169.169.1 9999

準優勝準優勝準優勝準優勝 野辺  俊郎  様野辺  俊郎  様野辺  俊郎  様野辺  俊郎  様 83838383 13.513.513.513.5 69.569.569.569.5 9999

3333 重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様 78787878 8.08.08.08.0 70.070.070.070.0 4444

4444 岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様 73737373 1.61.61.61.6 71.471.471.471.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

5555 佐藤  正已  様佐藤  正已  様佐藤  正已  様佐藤  正已  様 80808080 8.08.08.08.0 72.072.072.072.0 5555

6666 田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様 82828282 9.09.09.09.0 73.073.073.073.0 8888

7777 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 3333

8888 脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様 87878787 13.013.013.013.0 74.074.074.074.0 20202020

9999 長野  昭人  様長野  昭人  様長野  昭人  様長野  昭人  様 87878787 13.013.013.013.0 74.074.074.074.0 20202020

10101010 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 13131313

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 宮薗  善隆  様宮薗  善隆  様宮薗  善隆  様宮薗  善隆  様 84848484 17.517.517.517.5 66.566.566.566.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 秋元  耕一郎  様秋元  耕一郎  様秋元  耕一郎  様秋元  耕一郎  様 88888888 17.717.717.717.7 70.370.370.370.3 2222

3333 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 100100100100 27.027.027.027.0 73.073.073.073.0 19191919

4444 西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様 89898989 15.515.515.515.5 73.573.573.573.5 3333

5555 石踊  尚世  様石踊  尚世  様石踊  尚世  様石踊  尚世  様 98989898 23.623.623.623.6 74.474.474.474.4 13131313

6666 小林  宗生  様小林  宗生  様小林  宗生  様小林  宗生  様 96969696 21.421.421.421.4 74.674.674.674.6 9999

7777 久保    誠   様久保    誠   様久保    誠   様久保    誠   様 94949494 18.118.118.118.1 75.975.975.975.9 4444

8888 久永  義伸  様久永  義伸  様久永  義伸  様久永  義伸  様 98989898 20.820.820.820.8 77.277.277.277.2 13131313

9999 吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様 107107107107 29.829.829.829.8 77.277.277.277.2 29292929

10101010 野辺  俊博  様野辺  俊博  様野辺  俊博  様野辺  俊博  様 94949494 16.716.716.716.7 77.377.377.377.3 4444

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

かめ壺仕込焼酎　華奴杯　（Ａ・Ｂ）　成績表かめ壺仕込焼酎　華奴杯　（Ａ・Ｂ）　成績表かめ壺仕込焼酎　華奴杯　（Ａ・Ｂ）　成績表かめ壺仕込焼酎　華奴杯　（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


