
H 30年 7月 15日（日）H 30年 7月 15日（日）H 30年 7月 15日（日）H 30年 7月 15日（日）

Ａ 組　参加人数  27名Ａ 組　参加人数  27名Ａ 組　参加人数  27名Ａ 組　参加人数  27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 児島  高春  様児島  高春  様児島  高春  様児島  高春  様 79797979 14.514.514.514.5 64.564.564.564.5 7777

準優勝準優勝準優勝準優勝 渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様 76767676 10.010.010.010.0 66.066.066.066.0 2222

3333 川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様 79797979 11.811.811.811.8 67.267.267.267.2 7777

4444 中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様 78787878 10.010.010.010.0 68.068.068.068.0 4444

5555 芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様 83838383 14.714.714.714.7 68.368.368.368.3 12121212

6666 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 80808080 10.010.010.010.0 70.070.070.070.0 11111111

7777 中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様 73737373 2.52.52.52.5 70.570.570.570.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

8888 松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様 83838383 11.411.411.411.4 71.671.671.671.6 12121212

9999 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 78787878 5.05.05.05.0 73.073.073.073.0 4444

10101010 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 78787878 4.24.24.24.2 73.873.873.873.8 4444

Ｂ組　参加人数   29名Ｂ組　参加人数   29名Ｂ組　参加人数   29名Ｂ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 水口  住康  様水口  住康  様水口  住康  様水口  住康  様 90909090 20.220.220.220.2 69.869.869.869.8 5555

準優勝準優勝準優勝準優勝 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 86868686 15.515.515.515.5 70.570.570.570.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 上窪  直巳  様上窪  直巳  様上窪  直巳  様上窪  直巳  様 102102102102 31.031.031.031.0 71.071.071.071.0 22222222

4444 田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様 89898989 17.917.917.917.9 71.171.171.171.1 3333

5555 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 88888888 16.416.416.416.4 71.671.671.671.6 2222

6666 松元  美智子  様松元  美智子  様松元  美智子  様松元  美智子  様 92929292 19.219.219.219.2 72.872.872.872.8 7777

7777 末吉  広行  様末吉  広行  様末吉  広行  様末吉  広行  様 95959595 22.022.022.022.0 73.073.073.073.0 10101010

8888 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 100100100100 27.027.027.027.0 73.073.073.073.0 18181818

9999 久保薗  東一  様久保薗  東一  様久保薗  東一  様久保薗  東一  様 97979797 23.823.823.823.8 73.273.273.273.2 13131313

10101010 西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様 91919191 17.717.717.717.7 73.373.373.373.3 6666

池吉タイヤ杯　（Ａ・Ｂ）成績表池吉タイヤ杯　（Ａ・Ｂ）成績表池吉タイヤ杯　（Ａ・Ｂ）成績表池吉タイヤ杯　（Ａ・Ｂ）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


