
H 30年 7月 8日（日）H 30年 7月 8日（日）H 30年 7月 8日（日）H 30年 7月 8日（日）

Ａ 組　参加人数  16名Ａ 組　参加人数  16名Ａ 組　参加人数  16名Ａ 組　参加人数  16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 河野  新吾  様河野  新吾  様河野  新吾  様河野  新吾  様 77777777 9.79.79.79.7 67.367.367.367.3 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 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 6666

3333 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 3333

4444 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 77777777 5.05.05.05.0 72.072.072.072.0 3333

5555 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 8888

6666 小倉    満   様小倉    満   様小倉    満   様小倉    満   様 84848484 11.611.611.611.6 72.472.472.472.4 9999

7777 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 76767676 3.03.03.03.0 73.073.073.073.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

8888 小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様 87878787 10.010.010.010.0 77.077.077.077.0 10101010

9999 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 87878787 10.010.010.010.0 77.077.077.077.0 10101010

10101010 田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 76767676 -1.1-1.1-1.1-1.1 77.177.177.177.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

Ｂ組　参加人数  14名Ｂ組　参加人数  14名Ｂ組　参加人数  14名Ｂ組　参加人数  14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 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 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 久永    貢   様久永    貢   様久永    貢   様久永    貢   様 98989898 24.824.824.824.8 73.273.273.273.2 10101010

3333 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 91919191 15.515.515.515.5 75.575.575.575.5 2222

4444 関    正広   様関    正広   様関    正広   様関    正広   様 91919191 14.914.914.914.9 76.176.176.176.1 2222

5555 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 94949494 16.316.316.316.3 77.777.777.777.7 6666

6666 郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様 91919191 13.013.013.013.0 78.078.078.078.0 2222

7777 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 94949494 15.615.615.615.6 78.478.478.478.4 6666

8888 岩元  正広  様岩元  正広  様岩元  正広  様岩元  正広  様 94949494 14.714.714.714.7 79.379.379.379.3 6666

9999 竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様竹井  健一郎  様 93939393 13.313.313.313.3 79.779.779.779.7 5555

10101010 岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様 95959595 15.115.115.115.1 79.979.979.979.9 9999

綜合印刷杯（Ａ・Ｂ）　成績表綜合印刷杯（Ａ・Ｂ）　成績表綜合印刷杯（Ａ・Ｂ）　成績表綜合印刷杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


