
H 30年 7月 22日（日）H 30年 7月 22日（日）H 30年 7月 22日（日）H 30年 7月 22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 田中  高次  様田中  高次  様田中  高次  様田中  高次  様 76767676 10.010.010.010.0 66.066.066.066.0 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様 75757575 8.78.78.78.7 66.366.366.366.3 2222

3333 重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様 73737373 5.95.95.95.9 67.167.167.167.1 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 廣田  常治  様廣田  常治  様廣田  常治  様廣田  常治  様 78787878 10.010.010.010.0 68.068.068.068.0 8888

5555 渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様 79797979 10.010.010.010.0 69.069.069.069.0 12121212

6666 清水  定己  様清水  定己  様清水  定己  様清水  定己  様 81818181 11.611.611.611.6 69.469.469.469.4 16161616

7777 中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様 80808080 10.010.010.010.0 70.070.070.070.0 14141414

8888 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 75757575 5.05.05.05.0 70.070.070.070.0 2222

9999 坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様 76767676 5.05.05.05.0 71.071.071.071.0 4444

10101010 神田  国義 様神田  国義 様神田  国義 様神田  国義 様 77777777 6.06.06.06.0 71.071.071.071.0 16161616

Ｂ組　参加人数  44名Ｂ組　参加人数  44名Ｂ組　参加人数  44名Ｂ組　参加人数  44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 前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様 84848484 15.815.815.815.8 68.268.268.268.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 宮園  芳孝  様宮園  芳孝  様宮園  芳孝  様宮園  芳孝  様 98989898 27.627.627.627.6 70.470.470.470.4 34343434

3333 白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様 84848484 13.213.213.213.2 70.870.870.870.8 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様 85858585 14.014.014.014.0 71.071.071.071.0 3333

5555 日高  龍一郎  様日高  龍一郎  様日高  龍一郎  様日高  龍一郎  様 88888888 16.816.816.816.8 71.271.271.271.2 8888

6666 川﨑    修   様川﨑    修   様川﨑    修   様川﨑    修   様 88888888 16.816.816.816.8 71.271.271.271.2 8888

7777 吉永  健二  様吉永  健二  様吉永  健二  様吉永  健二  様 85858585 13.713.713.713.7 71.371.371.371.3 3333

8888 伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様 90909090 18.318.318.318.3 71.771.771.771.7 11111111

9999 駒﨑  睦夫  様駒﨑  睦夫  様駒﨑  睦夫  様駒﨑  睦夫  様 99999999 27.027.027.027.0 72.072.072.072.0 35353535

10101010 吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様 85858585 13.013.013.013.0 72.072.072.072.0 3333

西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


