
H30年 6月 3日（日）H30年 6月 3日（日）H30年 6月 3日（日）H30年 6月 3日（日）

 松組    参加人数  25名 松組    参加人数  25名 松組    参加人数  25名 松組    参加人数  25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 西元    進   様西元    進   様西元    進   様西元    進   様 84848484 14.014.014.014.0 70.070.070.070.0 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様 105105105105 33.933.933.933.9 71.171.171.171.1 24242424

3333 水口  住康  様水口  住康  様水口  住康  様水口  住康  様 92929292 20.420.420.420.4 71.671.671.671.6 11111111

4444 吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様 88888888 16.116.116.116.1 71.971.971.971.9 6666

5555 岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様 81818181 9.09.09.09.0 72.072.072.072.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 90909090 17.617.617.617.6 72.472.472.472.4 9999

7777 森    昌幸   様森    昌幸   様森    昌幸   様森    昌幸   様 92929292 18.718.718.718.7 73.373.373.373.3 11111111

8888 垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様 94949494 20.620.620.620.6 73.473.473.473.4 13131313

9999 岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様 87878787 13.313.313.313.3 73.773.773.773.7 5555

10101010 上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様 88888888 14.114.114.114.1 73.973.973.973.9 6666

 竹組   参加人数  26名 竹組   参加人数  26名 竹組   参加人数  26名 竹組   参加人数  26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 中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様 78787878 11.911.911.911.9 66.166.166.166.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様 85858585 16.416.416.416.4 68.668.668.668.6 6666

3333 脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様 81818181 11.811.811.811.8 69.269.269.269.2 4444

4444 水流  佳章  様水流  佳章  様水流  佳章  様水流  佳章  様 79797979 9.89.89.89.8 69.269.269.269.2 3333

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 坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様 96969696 25.125.125.125.1 70.970.970.970.9 21212121

7777 西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様 86868686 14.014.014.014.0 72.072.072.072.0 8888

8888 田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様 91919191 18.618.618.618.6 72.472.472.472.4 17171717

9999 徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様 85858585 12.412.412.412.4 72.672.672.672.6 6666

10101010 久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様 86868686 13.013.013.013.0 73.073.073.073.0 8888

 梅組  参加人数  23名 梅組  参加人数  23名 梅組  参加人数  23名 梅組  参加人数  23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 大山  知己  様大山  知己  様大山  知己  様大山  知己  様 93939393 26.026.026.026.0 67.067.067.067.0 18181818

準優勝準優勝準優勝準優勝 久永  義伸  様久永  義伸  様久永  義伸  様久永  義伸  様 88888888 19.719.719.719.7 68.368.368.368.3 9999

3333 小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様 80808080 10.010.010.010.0 70.070.070.070.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様 83838383 12.912.912.912.9 70.170.170.170.1 3333

5555 吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様 83838383 12.612.612.612.6 70.470.470.470.4 3333

6666 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 6666

7777 福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様 84848484 12.012.012.012.0 72.072.072.072.0 5555

8888 上之段  博文  様上之段  博文  様上之段  博文  様上之段  博文  様 87878787 14.714.714.714.7 72.372.372.372.3 6666

9999 加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様 80808080 7.57.57.57.5 72.572.572.572.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

10101010 仮屋  みゆき  様仮屋  みゆき  様仮屋  みゆき  様仮屋  みゆき  様 95959595 21.921.921.921.9 73.173.173.173.1 20202020

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

ミズホ商会杯　（松・竹・梅）成績表ミズホ商会杯　（松・竹・梅）成績表ミズホ商会杯　（松・竹・梅）成績表ミズホ商会杯　（松・竹・梅）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


