
H30年 4月 15日（日）H30年 4月 15日（日）H30年 4月 15日（日）H30年 4月 15日（日）

 Ａ組　参加人数  39名 Ａ組　参加人数  39名 Ａ組　参加人数  39名 Ａ組　参加人数  39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 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 79797979 12.412.412.412.4 66.666.666.666.6 8888

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 79797979 11.611.611.611.6 67.467.467.467.4 8888

3333 久保  隆一郎  様久保  隆一郎  様久保  隆一郎  様久保  隆一郎  様 77777777 9.39.39.39.3 67.767.767.767.7 6666

4444 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 75757575 6.46.46.46.4 68.668.668.668.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

5555 松下  健太郎  様松下  健太郎  様松下  健太郎  様松下  健太郎  様 78787878 8.58.58.58.5 69.569.569.569.5 7777

6666 貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様 76767676 6.26.26.26.2 69.869.869.869.8 3333

7777 中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様 81818181 11.011.011.011.0 70.070.070.070.0 14141414

8888 岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様 84848484 13.913.913.913.9 70.170.170.170.1 20202020

9999 岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様 76767676 5.35.35.35.3 70.770.770.770.7 3333

10101010 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 76767676 5.25.25.25.2 70.870.870.870.8 3333

若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 75757575 4.04.04.04.0 71.071.071.071.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

Ｂ組　参加人数  36名Ｂ組　参加人数  36名Ｂ組　参加人数  36名Ｂ組　参加人数  36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 福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様福丸  一郎  様 83838383 15.115.115.115.1 67.967.967.967.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 田上    明   様田上    明   様田上    明   様田上    明   様 87878787 18.118.118.118.1 68.968.968.968.9 2222

3333 本高  健一  様本高  健一  様本高  健一  様本高  健一  様 94949494 25.025.025.025.0 69.069.069.069.0 13131313

4444 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 91919191 18.718.718.718.7 72.372.372.372.3 4444

5555 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 25252525

6666 西元    進   様西元    進   様西元    進   様西元    進   様 87878787 14.514.514.514.5 72.572.572.572.5 2222

7777 和田  輝明  様和田  輝明  様和田  輝明  様和田  輝明  様 97979797 24.324.324.324.3 72.772.772.772.7 22222222

8888 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 101101101101 27.627.627.627.6 73.473.473.473.4 27272727

9999 伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様 93939393 19.619.619.619.6 73.473.473.473.4 8888

10101010 田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様 93939393 18.818.818.818.8 74.274.274.274.2 8888

シャクナゲ杯 Ａ組　成績表シャクナゲ杯 Ａ組　成績表シャクナゲ杯 Ａ組　成績表シャクナゲ杯 Ａ組　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


