
H 30年 4月 1日（日）H 30年 4月 1日（日）H 30年 4月 1日（日）H 30年 4月 1日（日）

松組　参加人数  27名松組　参加人数  27名松組　参加人数  27名松組　参加人数  27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 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 77777777 13.713.713.713.7 63.363.363.363.3 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

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 3333

3333 吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様 86868686 18.318.318.318.3 67.767.767.767.7 7777

4444 田代  安太  様田代  安太  様田代  安太  様田代  安太  様 96969696 27.427.427.427.4 68.668.668.668.6 18181818

5555 守屋  向人  様守屋  向人  様守屋  向人  様守屋  向人  様 88888888 19.119.119.119.1 68.968.968.968.9 9999

6666 石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様 95959595 25.925.925.925.9 69.169.169.169.1 16161616

7777 白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様 84848484 14.514.514.514.5 69.569.569.569.5 4444

8888 岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様 85858585 15.215.215.215.2 69.869.869.869.8 6666

9999 垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様 92929292 22.122.122.122.1 69.969.969.969.9 13131313

10101010 畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様 103103103103 33.133.133.133.1 69.969.969.969.9 24242424

竹組　参加人数 26名竹組　参加人数 26名竹組　参加人数 26名竹組　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 坂下  満仙  様坂下  満仙  様坂下  満仙  様坂下  満仙  様 83838383 19.819.819.819.8 63.263.263.263.2 4444

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 81818181 15.115.115.115.1 65.965.965.965.9 2222

3333 徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様 85858585 17.517.517.517.5 67.567.567.567.5 7777

4444 村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様 83838383 15.415.415.415.4 67.667.667.667.6 4444

5555 有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様 78787878 10.410.410.410.4 67.667.667.667.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 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 93939393 24.924.924.924.9 68.168.168.168.1 16161616

7777 坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様 88888888 18.518.518.518.5 69.569.569.569.5 8888

8888 小林  宗生  様小林  宗生  様小林  宗生  様小林  宗生  様 90909090 20.220.220.220.2 69.869.869.869.8 12121212

9999 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 10101010

10101010 芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様 88888888 17.917.917.917.9 70.170.170.170.1 8888

梅組　参加人数 25名梅組　参加人数 25名梅組　参加人数 25名梅組　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 小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様 77777777 12.612.612.612.6 64.464.464.464.4 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 遠矢  照代  様遠矢  照代  様遠矢  照代  様遠矢  照代  様 94949494 28.228.228.228.2 65.865.865.865.8 20202020

3333 岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様 88888888 20.520.520.520.5 67.567.567.567.5 16161616

4444 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 87878787 18.318.318.318.3 68.768.768.768.7 14141414

5555 枦山  博信  様枦山  博信  様枦山  博信  様枦山  博信  様 83838383 13.913.913.913.9 69.169.169.169.1 6666

6666 大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様 83838383 12.912.912.912.9 70.170.170.170.1 6666

7777 遠矢  一則  様遠矢  一則  様遠矢  一則  様遠矢  一則  様 84848484 13.713.713.713.7 70.370.370.370.3 9999

8888 坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様 82828282 11.211.211.211.2 70.870.870.870.8 4444

9999 前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様 96969696 25.025.025.025.0 71.071.071.071.0 24242424

10101010 宇都  健三郎  様宇都  健三郎  様宇都  健三郎  様宇都  健三郎  様 87878787 16.016.016.016.0 71.071.071.071.0 14141414

田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 76767676 3.53.53.53.5 72.572.572.572.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

寿自動車学校杯（松・竹・梅）　成績表寿自動車学校杯（松・竹・梅）　成績表寿自動車学校杯（松・竹・梅）　成績表寿自動車学校杯（松・竹・梅）　成績表
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　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


