
Ｈ30年 5月 6日（日）Ｈ30年 5月 6日（日）Ｈ30年 5月 6日（日）Ｈ30年 5月 6日（日）

松組　参加人数 31名松組　参加人数 31名松組　参加人数 31名松組　参加人数 31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 上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様 79797979 11.611.611.611.6 67.467.467.467.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 谷     伸男  様谷     伸男  様谷     伸男  様谷     伸男  様 80808080 10.110.110.110.1 69.969.969.969.9 3333

3333 岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様 85858585 13.913.913.913.9 71.171.171.171.1 5555

4444 西元    進   様西元    進   様西元    進   様西元    進   様 86868686 14.514.514.514.5 71.571.571.571.5 6666

5555 嶽野  廣一  様嶽野  廣一  様嶽野  廣一  様嶽野  廣一  様 97979797 25.225.225.225.2 71.871.871.871.8 19191919

6666 山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様 89898989 17.217.217.217.2 71.871.871.871.8 8888

7777 森     昌幸  様森     昌幸  様森     昌幸  様森     昌幸  様 91919191 18.718.718.718.7 72.372.372.372.3 11111111

8888 岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様 83838383 10.610.610.610.6 72.472.472.472.4 4444

9999 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 22222222

10101010 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 79797979 6.46.46.46.4 72.672.672.672.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

竹組　参加人数 30名竹組　参加人数 30名竹組　参加人数 30名竹組　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 徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様 81818181 13.913.913.913.9 67.167.167.167.1 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 圓田  義弘  様圓田  義弘  様圓田  義弘  様圓田  義弘  様 93939393 24.524.524.524.5 68.568.568.568.5 19191919

3333 小浜  節子  様小浜  節子  様小浜  節子  様小浜  節子  様 94949494 25.325.325.325.3 68.768.768.768.7 20202020

4444 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 9999

5555 外岩戸  哲夫  様外岩戸  哲夫  様外岩戸  哲夫  様外岩戸  哲夫  様 78787878 8.78.78.78.7 69.369.369.369.3 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様 85858585 14.114.114.114.1 70.970.970.970.9 6666

7777 田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様 80808080 8.08.08.08.0 72.072.072.072.0 2222

8888 田畑  清實  様田畑  清實  様田畑  清實  様田畑  清實  様 86868686 13.313.313.313.3 72.772.772.772.7 7777

9999 坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様 90909090 17.217.217.217.2 72.872.872.872.8 13131313

10101010 栫    利春   様栫    利春   様栫    利春   様栫    利春   様 90909090 17.217.217.217.2 72.872.872.872.8 13131313

梅組　参加人数 27名梅組　参加人数 27名梅組　参加人数 27名梅組　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 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 85858585 19.319.319.319.3 65.765.765.765.7 11111111

準優勝準優勝準優勝準優勝 福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様 79797979 12.012.012.012.0 67.067.067.067.0 3333

3333 加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様 77777777 8.78.78.78.7 68.368.368.368.3 2222

4444 弓削  弘和  様弓削  弘和  様弓削  弘和  様弓削  弘和  様 88888888 17.517.517.517.5 70.570.570.570.5 14141414

5555 久永  義伸  様久永  義伸  様久永  義伸  様久永  義伸  様 91919191 20.420.420.420.4 70.670.670.670.6 19191919

6666 有村  裕二  様有村  裕二  様有村  裕二  様有村  裕二  様 82828282 11.011.011.011.0 71.071.071.071.0 5555

7777 水流  佳章  様水流  佳章  様水流  佳章  様水流  佳章  様 81818181 9.89.89.89.8 71.271.271.271.2 4444

8888 横山  芳弘  様横山  芳弘  様横山  芳弘  様横山  芳弘  様 76767676 4.24.24.24.2 71.871.871.871.8 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

9999 田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様 85858585 12.912.912.912.9 72.172.172.172.1 11111111

10101010 山元  耕一  様山元  耕一  様山元  耕一  様山元  耕一  様 82828282 9.89.89.89.8 72.272.272.272.2 5555

新茶まつり杯（南九州記念品店） 松・竹・梅　成績表新茶まつり杯（南九州記念品店） 松・竹・梅　成績表新茶まつり杯（南九州記念品店） 松・竹・梅　成績表新茶まつり杯（南九州記念品店） 松・竹・梅　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


