
H 30年 3月 25日（日）H 30年 3月 25日（日）H 30年 3月 25日（日）H 30年 3月 25日（日）

Ａ組　参加人数 42名Ａ組　参加人数 42名Ａ組　参加人数 42名Ａ組　参加人数 42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 田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様 80808080 13.713.713.713.7 66.366.366.366.3 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様 83838383 16.016.016.016.0 67.067.067.067.0 6666

3333 上玉利  進  様上玉利  進  様上玉利  進  様上玉利  進  様 85858585 16.216.216.216.2 68.868.868.868.8 10101010

4444 若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 76767676 5.05.05.05.0 71.071.071.071.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

5555 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 85858585 13.713.713.713.7 71.371.371.371.3 10101010

6666 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 79797979 7.47.47.47.4 71.671.671.671.6 3333

7777 久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様 86868686 14.314.314.314.3 71.771.771.771.7 13131313

8888 中垣内  英樹  様中垣内  英樹  様中垣内  英樹  様中垣内  英樹  様 78787878 6.26.26.26.2 71.871.871.871.8 2222

9999 西尾  義実  様西尾  義実  様西尾  義実  様西尾  義実  様 85858585 12.912.912.912.9 72.172.172.172.1 10101010

10101010 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 17171717

Ｂ組　参加人数  40名Ｂ組　参加人数  40名Ｂ組　参加人数  40名Ｂ組　参加人数  40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 川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様 89898989 21.221.221.221.2 67.867.867.867.8 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 橋口  貞伸  様橋口  貞伸  様橋口  貞伸  様橋口  貞伸  様 92929292 24.124.124.124.1 67.967.967.967.9 9999

3333 吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様 87878787 18.318.318.318.3 68.768.768.768.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 内野  文生  様内野  文生  様内野  文生  様内野  文生  様 89898989 19.119.119.119.1 69.969.969.969.9 2222

5555 伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様 91919191 21.021.021.021.0 70.070.070.070.0 6666

6666 仮屋  洋人  様仮屋  洋人  様仮屋  洋人  様仮屋  洋人  様 92929292 21.421.421.421.4 70.670.670.670.6 9999

7777 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 93939393 22.322.322.322.3 70.770.770.770.7 11111111

8888 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 89898989 18.318.318.318.3 70.770.770.770.7 2222

9999 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 96969696 24.924.924.924.9 71.171.171.171.1 16161616

10101010 嶋児  速美  様嶋児  速美  様嶋児  速美  様嶋児  速美  様 102102102102 30.230.230.230.2 71.871.871.871.8 30303030

さつま若潮杯　（Ａ・Ｂ）成績表さつま若潮杯　（Ａ・Ｂ）成績表さつま若潮杯　（Ａ・Ｂ）成績表さつま若潮杯　（Ａ・Ｂ）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


