
H30年 5月 20日（日）H30年 5月 20日（日）H30年 5月 20日（日）H30年 5月 20日（日）

Ａ組　参加人数 40名Ａ組　参加人数 40名Ａ組　参加人数 40名Ａ組　参加人数 40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 76767676 10.010.010.010.0 66.066.066.066.0 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様 75757575 7.97.97.97.9 67.167.167.167.1 2222

3333 田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 70707070 0.00.00.00.0 70.070.070.070.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様 80808080 9.79.79.79.7 70.370.370.370.3 7777

5555 徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様 83838383 12.412.412.412.4 70.670.670.670.6 18181818

6666 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 82828282 11.411.411.411.4 70.670.670.670.6 11111111

7777 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 77777777 6.06.06.06.0 71.071.071.071.0 5555

8888 渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様 81818181 10.010.010.010.0 71.071.071.071.0 9999

9999 川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様 83838383 12.012.012.012.0 71.071.071.071.0 18181818

10101010 山田    忠   様山田    忠   様山田    忠   様山田    忠   様 82828282 10.610.610.610.6 71.471.471.471.4 11111111

Ｂ組　参加人数 42名Ｂ組　参加人数 42名Ｂ組　参加人数 42名Ｂ組　参加人数 42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 宮脇  一男  様宮脇  一男  様宮脇  一男  様宮脇  一男  様 97979797 29.229.229.229.2 67.867.867.867.8 23232323

準優勝準優勝準優勝準優勝 井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様 86868686 17.617.617.617.6 68.468.468.468.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 87878787 17.617.617.617.6 69.469.469.469.4 2222

4444 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 87878787 16.116.116.116.1 70.970.970.970.9 2222

5555 若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様 88888888 17.117.117.117.1 70.970.970.970.9 6666

6666 石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様 95959595 23.923.923.923.9 71.171.171.171.1 18181818

7777 千歳  史郎  様千歳  史郎  様千歳  史郎  様千歳  史郎  様 87878787 15.815.815.815.8 71.271.271.271.2 2222

8888 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 87878787 15.815.815.815.8 71.271.271.271.2 2222

9999 末満  一十四  様末満  一十四  様末満  一十四  様末満  一十四  様 89898989 17.217.217.217.2 71.871.871.871.8 7777

10101010 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 99999999 27.127.127.127.1 71.971.971.971.9 27272727

ペプシコーラ杯　(Ａ・Ｂ） 成績表ペプシコーラ杯　(Ａ・Ｂ） 成績表ペプシコーラ杯　(Ａ・Ｂ） 成績表ペプシコーラ杯　(Ａ・Ｂ） 成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


