
H 30年 7月  29日（日）H 30年 7月  29日（日）H 30年 7月  29日（日）H 30年 7月  29日（日）

Ａ 組　参加人数  36名Ａ 組　参加人数  36名Ａ 組　参加人数  36名Ａ 組　参加人数  36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 白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様 73737373 8.08.08.08.0 65.065.065.065.0 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 70707070 4.24.24.24.2 65.865.865.865.8 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 岡留  孝二  様岡留  孝二  様岡留  孝二  様岡留  孝二  様 76767676 9.99.99.99.9 66.166.166.166.1 7777

4444 土屋  孝行  様土屋  孝行  様土屋  孝行  様土屋  孝行  様 77777777 10.010.010.010.0 67.067.067.067.0 10101010

5555 中垣内  英樹  様中垣内  英樹  様中垣内  英樹  様中垣内  英樹  様 73737373 6.06.06.06.0 67.067.067.067.0 2222

6666 枦山  博信  様枦山  博信  様枦山  博信  様枦山  博信  様 79797979 11.011.011.011.0 68.068.068.068.0 14141414

7777 楠田  利浩  様楠田  利浩  様楠田  利浩  様楠田  利浩  様 79797979 11.011.011.011.0 68.068.068.068.0 14141414

8888 吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様 81818181 12.612.612.612.6 68.468.468.468.4 17171717

9999 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 7777

10101010 若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 73737373 3.03.03.03.0 70.070.070.070.0 2222

Ｂ組　参加人数  31名Ｂ組　参加人数  31名Ｂ組　参加人数  31名Ｂ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 的場  浩征  様的場  浩征  様的場  浩征  様的場  浩征  様 80808080 14.014.014.014.0 66.066.066.066.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様 82828282 14.014.014.014.0 68.068.068.068.0 2222

3333 竹之内  敦義  様竹之内  敦義  様竹之内  敦義  様竹之内  敦義  様 87878787 17.417.417.417.4 69.669.669.669.6 6666

4444 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 85858585 15.115.115.115.1 69.969.969.969.9 3333

5555 大久保  浩司  様大久保  浩司  様大久保  浩司  様大久保  浩司  様 102102102102 31.831.831.831.8 70.270.270.270.2 27272727

6666 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 86868686 15.415.415.415.4 70.670.670.670.6 4444

7777 田上    明   様田上    明   様田上    明   様田上    明   様 86868686 15.015.015.015.0 71.071.071.071.0 4444

8888 田代  安太  様田代  安太  様田代  安太  様田代  安太  様 96969696 25.025.025.025.0 71.071.071.071.0 20202020

9999 平河    明   様平河    明   様平河    明   様平河    明   様 94949494 22.522.522.522.5 71.571.571.571.5 17171717

10101010 岡留    修   様岡留    修   様岡留    修   様岡留    修   様 90909090 18.518.518.518.5 71.571.571.571.5 10101010

志布志電設杯（Ａ・Ｂ）　成績表志布志電設杯（Ａ・Ｂ）　成績表志布志電設杯（Ａ・Ｂ）　成績表志布志電設杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


