
H30年 6月 17日（日）H30年 6月 17日（日）H30年 6月 17日（日）H30年 6月 17日（日）

 Ａ組    参加人数  41名 Ａ組    参加人数  41名 Ａ組    参加人数  41名 Ａ組    参加人数  41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 諏訪原  也寸志  様諏訪原  也寸志  様諏訪原  也寸志  様諏訪原  也寸志  様 78787878 12.712.712.712.7 65.365.365.365.3 8888

準優勝準優勝準優勝準優勝 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 70707070 3.03.03.03.0 67.067.067.067.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様 79797979 11.711.711.711.7 67.367.367.367.3 11111111

4444 小川  清秀  様小川  清秀  様小川  清秀  様小川  清秀  様 78787878 10.010.010.010.0 68.068.068.068.0 8888

5555 上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様 76767676 7.07.07.07.0 69.069.069.069.0 4444

6666 土屋  孝行  様土屋  孝行  様土屋  孝行  様土屋  孝行  様 79797979 10.010.010.010.0 69.069.069.069.0 11111111

7777 福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様福重  満広  様 81818181 12.012.012.012.0 69.069.069.069.0 18181818

8888 渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様 80808080 10.010.010.010.0 70.070.070.070.0 15151515

9999 重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様 77777777 6.96.96.96.9 70.170.170.170.1 5555

10101010 川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様 81818181 10.010.010.010.0 71.071.071.071.0 18181818

 Ｂ組   参加人数  41名 Ｂ組   参加人数  41名 Ｂ組   参加人数  41名 Ｂ組   参加人数  41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 胡摩  輝己  様胡摩  輝己  様胡摩  輝己  様胡摩  輝己  様 91919191 29.829.829.829.8 61.261.261.261.2 12121212

準優勝準優勝準優勝準優勝 村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様 81818181 13.813.813.813.8 67.267.267.267.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様 84848484 16.116.116.116.1 67.967.967.967.9 2222

4444 小野  孝輔  様小野  孝輔  様小野  孝輔  様小野  孝輔  様 88888888 19.319.319.319.3 68.768.768.768.7 5555

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 86868686 16.316.316.316.3 69.769.769.769.7 4444

6666 山之口  稔  様山之口  稔  様山之口  稔  様山之口  稔  様 85858585 14.814.814.814.8 70.270.270.270.2 12121212

7777 田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様 89898989 18.818.818.818.8 70.270.270.270.2 7777

8888 西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様 89898989 18.418.418.418.4 70.670.670.670.6 7777

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 88888888 16.116.116.116.1 71.971.971.971.9 5555

10101010 肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様 97979797 25.025.025.025.0 72.072.072.072.0 32323232

センショウ杯　（Ａ・Ｂ）成績表センショウ杯　（Ａ・Ｂ）成績表センショウ杯　（Ａ・Ｂ）成績表センショウ杯　（Ａ・Ｂ）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


