
H30年 4月 8日（日）H30年 4月 8日（日）H30年 4月 8日（日）H30年 4月 8日（日）

 Ａ組　参加人数  49名 Ａ組　参加人数  49名 Ａ組　参加人数  49名 Ａ組　参加人数  49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  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様 80808080 13.513.513.513.5 66.566.566.566.5 6666

準優勝準優勝準優勝準優勝 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 81818181 13.713.713.713.7 67.367.367.367.3 8888

3333 岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様 83838383 15.215.215.215.2 67.867.867.867.8 17171717

4444 村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様 84848484 15.415.415.415.4 68.668.668.668.6 21212121

5555 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 76767676 7.47.47.47.4 68.668.668.668.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様 81818181 11.611.611.611.6 69.469.469.469.4 8888

7777 白坂  勇一  様白坂  勇一  様白坂  勇一  様白坂  勇一  様 83838383 13.513.513.513.5 69.569.569.569.5 17171717

8888 山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様山添  好人  様 78787878 8.18.18.18.1 69.969.969.969.9 3333

9999 河本  正巳  様河本  正巳  様河本  正巳  様河本  正巳  様 81818181 10.810.810.810.8 70.270.270.270.2 8888

10101010 田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様 80808080 9.79.79.79.7 70.370.370.370.3 6666

Ｂ組　参加人数  43名Ｂ組　参加人数  43名Ｂ組　参加人数  43名Ｂ組　参加人数  43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 白坂  勝男  様白坂  勝男  様白坂  勝男  様白坂  勝男  様 84848484 23.323.323.323.3 60.760.760.760.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 森    義大   様森    義大   様森    義大   様森    義大   様 89898989 21.721.721.721.7 67.367.367.367.3 6666

3333 岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様 89898989 20.520.520.520.5 68.568.568.568.5 6666

4444 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 11111111

5555 隈本    亨   様隈本    亨   様隈本    亨   様隈本    亨   様 87878787 17.917.917.917.9 69.169.169.169.1 3333

6666 芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様 87878787 17.917.917.917.9 69.169.169.169.1 3333

7777 稲留  博人  様稲留  博人  様稲留  博人  様稲留  博人  様 86868686 16.816.816.816.8 69.269.269.269.2 2222

8888 坂下  満仙  様坂下  満仙  様坂下  満仙  様坂下  満仙  様 89898989 19.819.819.819.8 69.269.269.269.2 6666

9999 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 92929292 22.322.322.322.3 69.769.769.769.7 18181818

10101010 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 19.519.519.519.5 70.570.570.570.5 11111111

次世代教育 森 学園杯　成績表次世代教育 森 学園杯　成績表次世代教育 森 学園杯　成績表次世代教育 森 学園杯　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


