
H 30年  1月 21日（日）H 30年  1月 21日（日）H 30年  1月 21日（日）H 30年  1月 21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 岡留  孝二  様岡留  孝二  様岡留  孝二  様岡留  孝二  様 78787878 11.011.011.011.0 67.067.067.067.0 5555

準優勝準優勝準優勝準優勝 大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様 81818181 13.113.113.113.1 67.967.967.967.9 10101010

3333 中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様 82828282 11.611.611.611.6 70.470.470.470.4 12121212

4444 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 77777777 5.25.25.25.2 71.871.871.871.8 3333

5555 川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様 83838383 10.010.010.010.0 73.073.073.073.0 13131313

6666 西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様 85858585 11.711.711.711.7 73.373.373.373.3 18181818

7777 岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様 86868686 12.512.512.512.5 73.573.573.573.5 22222222

8888 中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様 76767676 2.52.52.52.5 73.573.573.573.5 2222

9999 渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様 85858585 11.011.011.011.0 74.074.074.074.0 18181818

10101010 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 79797979 5.05.05.05.0 74.074.074.074.0 7777

若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 75757575 1.01.01.01.0 74.074.074.074.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

Ｂ組　参加人数 32名Ｂ組　参加人数 32名Ｂ組　参加人数 32名Ｂ組　参加人数 32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 田上    明   様田上    明   様田上    明   様田上    明   様 86868686 18.818.818.818.8 67.267.267.267.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 竹之内  敦義  様竹之内  敦義  様竹之内  敦義  様竹之内  敦義  様 87878787 17.517.517.517.5 69.569.569.569.5 2222

3333 本白水  三十六  様本白水  三十六  様本白水  三十六  様本白水  三十六  様 90909090 18.218.218.218.2 71.871.871.871.8 6666

4444 山之口  稔  様山之口  稔  様山之口  稔  様山之口  稔  様 88888888 15.615.615.615.6 72.472.472.472.4 3333

5555 関    正広   様関    正広   様関    正広   様関    正広   様 88888888 15.415.415.415.4 72.672.672.672.6 3333

6666 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 26262626

7777 福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様 90909090 15.715.715.715.7 74.374.374.374.3 6666

8888 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 89898989 14.514.514.514.5 74.574.574.574.5 5555

9999 田中  勝治  様田中  勝治  様田中  勝治  様田中  勝治  様 95959595 19.919.919.919.9 75.175.175.175.1 15151515

10101010 肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様 97979797 21.621.621.621.6 75.475.475.475.4 21212121

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

三井調剤薬局杯（Ａ・Ｂ）　成績表三井調剤薬局杯（Ａ・Ｂ）　成績表三井調剤薬局杯（Ａ・Ｂ）　成績表三井調剤薬局杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


