
H30年 8月 5日（日）H30年 8月 5日（日）H30年 8月 5日（日）H30年 8月 5日（日）

松組　参加人数  26名松組　参加人数  26名松組　参加人数  26名松組　参加人数  26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 谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様 76767676 8.08.08.08.0 68.068.068.068.0 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様 82828282 12.412.412.412.4 69.669.669.669.6 4444

3333 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 81818181 10.010.010.010.0 71.071.071.071.0 3333

4444 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 98989898 27.027.027.027.0 71.071.071.071.0 25252525

5555 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 74747474 2.82.82.82.8 71.271.271.271.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 89898989 16.316.316.316.3 72.772.772.772.7 10101010

7777 岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様 82828282 9.09.09.09.0 73.073.073.073.0 4444

8888 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 84848484 10.010.010.010.0 74.074.074.074.0 6666

9999 西元    進   様西元    進   様西元    進   様西元    進   様 86868686 12.012.012.012.0 74.074.074.074.0 7777

10101010 今村  政任  様今村  政任  様今村  政任  様今村  政任  様 95959595 20.620.620.620.6 74.474.474.474.4 20202020

竹組　参加人数  28名竹組　参加人数  28名竹組　参加人数  28名竹組　参加人数  28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  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様 84848484 16.516.516.516.5 67.567.567.567.5 8888

準優勝準優勝準優勝準優勝 芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様芹田    智   様 84848484 14.714.714.714.7 69.369.369.369.3 8888

3333 田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様 88888888 18.318.318.318.3 69.769.769.769.7 14141414

4444 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 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

5555 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 3333

6666 山元  耕一  様山元  耕一  様山元  耕一  様山元  耕一  様 80808080 9.89.89.89.8 70.270.270.270.2 3333

7777 脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様 81818181 10.010.010.010.0 71.071.071.071.0 7777

8888 貴島  京子  様貴島  京子  様貴島  京子  様貴島  京子  様 80808080 8.08.08.08.0 72.072.072.072.0 3333

9999 久保    誠   様久保    誠   様久保    誠   様久保    誠   様 93939393 21.021.021.021.0 72.072.072.072.0 21212121

10101010 坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様 97979797 24.324.324.324.3 72.772.772.772.7 25252525

梅組　参加人数  32名梅組　参加人数  32名梅組　参加人数  32名梅組　参加人数  32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 谷口  太志  様谷口  太志  様谷口  太志  様谷口  太志  様 92929292 31.831.831.831.8 60.260.260.260.2 24242424

準優勝準優勝準優勝準優勝 吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様 98989898 32.432.432.432.4 65.665.665.665.6 28282828

3333 仮屋  修一  様仮屋  修一  様仮屋  修一  様仮屋  修一  様 86868686 19.319.319.319.3 66.766.766.766.7 13131313

4444 前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様 85858585 15.815.815.815.8 69.269.269.269.2 7777

5555 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 85858585 15.415.415.415.4 69.669.669.669.6 7777

6666 遠矢  照代  様遠矢  照代  様遠矢  照代  様遠矢  照代  様 93939393 23.323.323.323.3 69.769.769.769.7 26262626

7777 田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様 85858585 12.912.912.912.9 72.172.172.172.1 7777

8888 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 88888888 15.515.515.515.5 72.572.572.572.5 16161616

9999 土屋  孝行  様土屋  孝行  様土屋  孝行  様土屋  孝行  様 83838383 10.010.010.010.0 73.073.073.073.0 6666

10101010 河野  新吾  様河野  新吾  様河野  新吾  様河野  新吾  様 79797979 5.65.65.65.6 73.473.473.473.4 3333

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
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