
H 30年 7月 1日（日）H 30年 7月 1日（日）H 30年 7月 1日（日）H 30年 7月 1日（日）

松組　参加人数 33名松組　参加人数 33名松組　参加人数 33名松組　参加人数 33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 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 87878787 17.817.817.817.8 69.269.269.269.2 5555

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 73737373 3.03.03.03.0 70.070.070.070.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様 88888888 16.616.616.616.6 71.471.471.471.4 7777

4444 鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様 105105105105 33.233.233.233.2 71.871.871.871.8 28282828

5555 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 99999999 27.027.027.027.0 72.072.072.072.0 22222222

6666 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 82828282 10.010.010.010.0 72.072.072.072.0 2222

7777 西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様 89898989 16.416.416.416.4 72.672.672.672.6 10101010

8888 坂下  満仙  様坂下  満仙  様坂下  満仙  様坂下  満仙  様 89898989 15.415.415.415.4 73.673.673.673.6 10101010

9999 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 90909090 16.316.316.316.3 73.773.773.773.7 12121212

10101010 宮脇  一男  様宮脇  一男  様宮脇  一男  様宮脇  一男  様 100100100100 26.326.326.326.3 73.773.773.773.7 23232323

竹組　参加人数 29名竹組　参加人数 29名竹組　参加人数 29名竹組　参加人数 29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 郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様 83838383 13.013.013.013.0 70.070.070.070.0 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 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 2222

3333 田畑  清實  様田畑  清實  様田畑  清實  様田畑  清實  様 84848484 13.313.313.313.3 70.770.770.770.7 6666

4444 前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様 94949494 23.323.323.323.3 70.770.770.770.7 19191919

5555 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 77777777 6.06.06.06.0 71.071.071.071.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 上中  五夫  様上中  五夫  様上中  五夫  様上中  五夫  様 87878787 15.415.415.415.4 71.671.671.671.6 10101010

7777 宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様 84848484 12.212.212.212.2 71.871.871.871.8 6666

8888 胡摩  輝己  様胡摩  輝己  様胡摩  輝己  様胡摩  輝己  様 103103103103 29.829.829.829.8 73.273.273.273.2 29292929

9999 山元  耕一  様山元  耕一  様山元  耕一  様山元  耕一  様 83838383 9.89.89.89.8 73.273.273.273.2 4444

10101010 守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様 90909090 16.516.516.516.5 73.573.573.573.5 13131313

梅組　参加人数  31名梅組　参加人数  31名梅組　参加人数  31名梅組　参加人数  31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 田中  高次  様田中  高次  様田中  高次  様田中  高次  様 79797979 10.610.610.610.6 68.468.468.468.4 5555

準優勝準優勝準優勝準優勝 仮屋  修一  様仮屋  修一  様仮屋  修一  様仮屋  修一  様 91919191 19.719.719.719.7 71.371.371.371.3 18181818

3333 坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様 100100100100 27.627.627.627.6 72.472.472.472.4 28282828

4444 香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様 82828282 8.78.78.78.7 73.373.373.373.3 6666

5555 中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様 76767676 2.52.52.52.5 73.573.573.573.5 2222

6666 江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様 85858585 11.211.211.211.2 73.873.873.873.8 11111111

7777 川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様 84848484 10.010.010.010.0 74.074.074.074.0 9999

8888 森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様 82828282 8.08.08.08.0 74.074.074.074.0 6666

9999 国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様 78787878 3.93.93.93.9 74.174.174.174.1 4444

10101010 遠矢  照代  様遠矢  照代  様遠矢  照代  様遠矢  照代  様 98989898 23.323.323.323.3 74.774.774.774.7 27272727

田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 75757575 -1.1-1.1-1.1-1.1 76.176.176.176.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ
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