
H 30年  3月 4日（日）H 30年  3月 4日（日）H 30年  3月 4日（日）H 30年  3月 4日（日）

松組　参加人数  25名松組　参加人数  25名松組　参加人数  25名松組　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 小林  宗生  様小林  宗生  様小林  宗生  様小林  宗生  様 87878787 21.421.421.421.4 65.665.665.665.6 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 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 17171717

3333 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 77777777 2.82.82.82.8 74.274.274.274.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

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 91919191 15.515.515.515.5 75.575.575.575.5 6666

5555 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 91919191 14.514.514.514.5 76.576.576.576.5 6666

6666 守屋  尚人  様守屋  尚人  様守屋  尚人  様守屋  尚人  様 94949494 17.417.417.417.4 76.676.676.676.6 13131313

7777 森    昌幸   様森    昌幸   様森    昌幸   様森    昌幸   様 95959595 17.817.817.817.8 77.277.277.277.2 15151515

8888 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 93939393 15.115.115.115.1 77.977.977.977.9 10101010

9999 石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様 102102102102 24.024.024.024.0 78.078.078.078.0 22222222

10101010 畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様 111111111111 32.232.232.232.2 78.878.878.878.8 24242424

竹組　参加人数  28名竹組　参加人数  28名竹組　参加人数  28名竹組　参加人数  28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 砂原  俊隆  様砂原  俊隆  様砂原  俊隆  様砂原  俊隆  様 85858585 12.612.612.612.6 72.472.472.472.4 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様 88888888 15.115.115.115.1 72.972.972.972.9 5555

3333 西鍋  教幸  様西鍋  教幸  様西鍋  教幸  様西鍋  教幸  様 96969696 22.922.922.922.9 73.173.173.173.1 17171717

4444 牧野  幸男  様牧野  幸男  様牧野  幸男  様牧野  幸男  様 88888888 13.013.013.013.0 75.075.075.075.0 5555

5555 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 81818181 5.05.05.05.0 76.076.076.076.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様 88888888 11.711.711.711.7 76.376.376.376.3 5555

7777 守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様 93939393 16.016.016.016.0 77.077.077.077.0 13131313

8888 小浜  節子  様小浜  節子  様小浜  節子  様小浜  節子  様 103103103103 25.325.325.325.3 77.777.777.777.7 26262626

9999 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 81818181 3.03.03.03.0 78.078.078.078.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

10101010 白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様 88888888 10.010.010.010.0 78.078.078.078.0 5555

梅組　参加人数 26名梅組　参加人数 26名梅組　参加人数 26名梅組　参加人数 26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 遠矢  一則  様遠矢  一則  様遠矢  一則  様遠矢  一則  様 83838383 14.314.314.314.3 68.768.768.768.7 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様 83838383 12.212.212.212.2 70.870.870.870.8 3333

3333 三反田  政行  様三反田  政行  様三反田  政行  様三反田  政行  様 85858585 11.611.611.611.6 73.473.473.473.4 7777

4444 久永  義伸  様久永  義伸  様久永  義伸  様久永  義伸  様 93939393 19.419.419.419.4 73.673.673.673.6 18181818

5555 白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様 83838383 9.09.09.09.0 74.074.074.074.0 3333

6666 上村  雅彦  様上村  雅彦  様上村  雅彦  様上村  雅彦  様 87878787 12.912.912.912.9 74.174.174.174.1 12121212

7777 横山  桂一  様横山  桂一  様横山  桂一  様横山  桂一  様 77777777 2.32.32.32.3 74.774.774.774.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

8888 小倉    満   様小倉    満   様小倉    満   様小倉    満   様 87878787 12.012.012.012.0 75.075.075.075.0 12121212

9999 桑原  克幸  様桑原  克幸  様桑原  克幸  様桑原  克幸  様 103103103103 27.127.127.127.1 75.975.975.975.9 24242424

10101010 川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様 86868686 10.010.010.010.0 76.076.076.076.0 8888

田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 77777777 -1.1-1.1-1.1-1.1 78.178.178.178.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

秋元ガス杯(松・竹・梅)　成績表秋元ガス杯(松・竹・梅)　成績表秋元ガス杯(松・竹・梅)　成績表秋元ガス杯(松・竹・梅)　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


