
H３０年 ５月 ２７日（日）H３０年 ５月 ２７日（日）H３０年 ５月 ２７日（日）H３０年 ５月 ２７日（日）

Ａ組　参加人数 ３５名Ａ組　参加人数 ３５名Ａ組　参加人数 ３５名Ａ組　参加人数 ３５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 78787878 11.411.411.411.4 66.666.666.666.6 6666

準優勝準優勝準優勝準優勝 中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様 77777777 10.010.010.010.0 67.067.067.067.0 3333

3333 和田  明  様和田  明  様和田  明  様和田  明  様 77777777 9.79.79.79.7 67.367.367.367.3 3333

4444 森  博嗣  様森  博嗣  様森  博嗣  様森  博嗣  様 80808080 10.810.810.810.8 69.269.269.269.2 11111111

5555 重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様 79797979 8.98.98.98.9 70.170.170.170.1 8888

6666 白坂 ミキ子  様白坂 ミキ子  様白坂 ミキ子  様白坂 ミキ子  様 84848484 13.713.713.713.7 70.370.370.370.3 18181818

7777 土屋  孝行  様土屋  孝行  様土屋  孝行  様土屋  孝行  様 81818181 10.010.010.010.0 71.071.071.071.0 14141414

8888 久保 隆一郎  様久保 隆一郎  様久保 隆一郎  様久保 隆一郎  様 78787878 7.07.07.07.0 71.071.071.071.0 6666

9999 中垣内 謙一  様中垣内 謙一  様中垣内 謙一  様中垣内 謙一  様 83838383 12.012.012.012.0 71.071.071.071.0 15151515

10101010 神田   国義  様神田   国義  様神田   国義  様神田   国義  様 77777777 5.25.25.25.2 71.871.871.871.8 3333

田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 75757575 0.00.00.00.0 75.075.075.075.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

Ｂ組　参加人数 ３５名Ｂ組　参加人数 ３５名Ｂ組　参加人数 ３５名Ｂ組　参加人数 ３５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 岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様 84848484 18.218.218.218.2 65.865.865.865.8 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 柿元  久志  様柿元  久志  様柿元  久志  様柿元  久志  様 83838383 15.515.515.515.5 67.567.567.567.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 江口  明子  様江口  明子  様江口  明子  様江口  明子  様 89898989 19.219.219.219.2 69.869.869.869.8 5555

4444 末満 一十四様末満 一十四様末満 一十四様末満 一十四様 87878787 17.217.217.217.2 69.869.869.869.8 3333

5555 若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様 87878787 17.117.117.117.1 69.969.969.969.9 3333

6666 石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様 94949494 23.923.923.923.9 70.170.170.170.1 14141414

7777 前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様 95959595 24.124.124.124.1 70.970.970.970.9 18181818

7777 池迫  重利  様池迫  重利  様池迫  重利  様池迫  重利  様 92929292 19.319.319.319.3 72.772.772.772.7 11111111

9999 有園  誠  様有園  誠  様有園  誠  様有園  誠  様 89898989 16.016.016.016.0 73.073.073.073.0 5555

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 16.316.316.316.3 73.773.773.773.7 7777

三愛調剤薬局杯　(Ａ・Ｂ） 成績表三愛調剤薬局杯　(Ａ・Ｂ） 成績表三愛調剤薬局杯　(Ａ・Ｂ） 成績表三愛調剤薬局杯　(Ａ・Ｂ） 成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


