
H30年 ５月 １3日（日）H30年 ５月 １3日（日）H30年 ５月 １3日（日）H30年 ５月 １3日（日）

Ａ組　参加人数  18名Ａ組　参加人数  18名Ａ組　参加人数  18名Ａ組　参加人数  18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 外岩戸  哲夫  様外岩戸  哲夫  様外岩戸  哲夫  様外岩戸  哲夫  様 76767676 8.78.78.78.7 67.367.367.367.3 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様 86868686 13.013.013.013.0 73.073.073.073.0 6666

3333 廣田  常治  様廣田  常治  様廣田  常治  様廣田  常治  様 87878787 12.212.212.212.2 74.874.874.874.8 9999

4444 田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様 83838383 8.08.08.08.0 75.075.075.075.0 3333

5555 重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様 84848484 8.98.98.98.9 75.175.175.175.1 4444

6666 白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様 85858585 9.79.79.79.7 75.375.375.375.3 5555

7777 坂元  潤也  様坂元  潤也  様坂元  潤也  様坂元  潤也  様 86868686 9.79.79.79.7 76.376.376.376.3 6666

8888 小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様 87878787 10.010.010.010.0 77.077.077.077.0 9999

9999 川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様 89898989 12.012.012.012.0 77.077.077.077.0 11111111

10101010 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 80808080 3.03.03.03.0 77.077.077.077.0 2222

Ｂ組　参加人数 16名Ｂ組　参加人数 16名Ｂ組　参加人数 16名Ｂ組　参加人数 16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 岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様 83838383 13.313.313.313.3 69.769.769.769.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様 88888888 13.713.713.713.7 74.374.374.374.3 2222

3333 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 95959595 17.617.617.617.6 77.477.477.477.4 3333

4444 田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様 97979797 18.618.618.618.6 78.478.478.478.4 6666

5555 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 95959595 16.316.316.316.3 78.778.778.778.7 3333

6666 中原  康文  様中原  康文  様中原  康文  様中原  康文  様 103103103103 24.124.124.124.1 78.978.978.978.9 13131313

7777 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 97979797 17.817.817.817.8 79.279.279.279.2 6666

8888 郷原  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様 97979797 16.516.516.516.5 80.580.580.580.5 6666

9999 守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様 97979797 16.516.516.516.5 80.580.580.580.5 6666

10101010 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 103103103103 22.222.222.222.2 80.880.880.880.8 13131313

まる八商店杯　(Ａ・Ｂ） 成績表まる八商店杯　(Ａ・Ｂ） 成績表まる八商店杯　(Ａ・Ｂ） 成績表まる八商店杯　(Ａ・Ｂ） 成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


