
H 30年 3月18（日）H 30年 3月18（日）H 30年 3月18（日）H 30年 3月18（日）

Ａ組　参加人数  32名Ａ組　参加人数  32名Ａ組　参加人数  32名Ａ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 坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様 77777777 11.211.211.211.2 65.865.865.865.8 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 72727272 3.53.53.53.5 68.568.568.568.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 82828282 12.412.412.412.4 69.669.669.669.6 7777

4444 岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様 86868686 15.215.215.215.2 70.870.870.870.8 17171717

5555 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 79797979 7.47.47.47.4 71.671.671.671.6 4444

6666 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 79797979 7.07.07.07.0 72.072.072.072.0 4444

7777 渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様 82828282 10.010.010.010.0 72.072.072.072.0 7777

8888 川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様 86868686 13.513.513.513.5 72.572.572.572.5 17171717

9999 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 80808080 6.46.46.46.4 73.673.673.673.6 6666

10101010 村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様 89898989 15.415.415.415.4 73.673.673.673.6 19191919

B組　参加人数  30名B組　参加人数  30名B組　参加人数  30名B組　参加人数  30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 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 90909090 22.322.322.322.3 67.767.767.767.7 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様 88888888 19.319.319.319.3 68.768.768.768.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様 90909090 21.221.221.221.2 68.868.868.868.8 2222

4444 久津輪  正一郎  様久津輪  正一郎  様久津輪  正一郎  様久津輪  正一郎  様 95959595 24.924.924.924.9 70.170.170.170.1 9999

5555 石踊  尚世  様石踊  尚世  様石踊  尚世  様石踊  尚世  様 97979797 25.525.525.525.5 71.571.571.571.5 13131313

6666 白坂  文夫  様白坂  文夫  様白坂  文夫  様白坂  文夫  様 94949494 21.621.621.621.6 72.472.472.472.4 7777

7777 坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様 100100100100 27.627.627.627.6 72.472.472.472.4 18181818

8888 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 100100100100 27.527.527.527.5 72.572.572.572.5 18181818

9999 西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様 92929292 18.918.918.918.9 73.173.173.173.1 4444

10101010 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 92929292 17.617.617.617.6 74.474.474.474.4 4444

ななくさ杯　成績表ななくさ杯　成績表ななくさ杯　成績表ななくさ杯　成績表
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