
H30年 ８月 12日（日）H30年 ８月 12日（日）H30年 ８月 12日（日）H30年 ８月 12日（日）

A組　参加人数 １９名A組　参加人数 １９名A組　参加人数 １９名A組　参加人数 １９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 小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様 77777777 10.010.010.010.0 67.067.067.067.0 5555

準優勝準優勝準優勝準優勝 秋元   茂    様秋元   茂    様秋元   茂    様秋元   茂    様 80808080 11.811.811.811.8 68.268.268.268.2 10101010

3333 市來  光男  様市來  光男  様市來  光男  様市來  光男  様 76767676 7.57.57.57.5 68.568.568.568.5 3333

4444 田畑  清實  様田畑  清實  様田畑  清實  様田畑  清實  様 83838383 12.912.912.912.9 70.170.170.170.1 17171717

5555 岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様 80808080 9.09.09.09.0 71.071.071.071.0 10101010

6666 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 12121212

7777 吉留  一幸  様吉留  一幸  様吉留  一幸  様吉留  一幸  様 84848484 12.812.812.812.8 71.271.271.271.2 22222222

8888 田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様 83838383 11.711.711.711.7 71.371.371.371.3 17171717

9999 郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様 83838383 11.611.611.611.6 71.471.471.471.4 17171717

10101010 諏訪原 也寸志 様諏訪原 也寸志 様諏訪原 也寸志 様諏訪原 也寸志 様 79797979 7.47.47.47.4 71.671.671.671.6 7777
岩元   孝    様岩元   孝    様岩元   孝    様岩元   孝    様 74747474 2222 72727272 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ
田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 74747474 1.11.11.11.1 72.972.972.972.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

B組　参加人数  １９名B組　参加人数  １９名B組　参加人数  １９名B組　参加人数  １９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 石踊 伸一郎 様石踊 伸一郎 様石踊 伸一郎 様石踊 伸一郎 様 97979797 27.327.327.327.3 69.769.769.769.7 18181818

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 97979797 27.327.327.327.3 69.769.769.769.7 18181818

3333 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 86868686 16.316.316.316.3 69.769.769.769.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 坂東島 まゆみ 様坂東島 まゆみ 様坂東島 まゆみ 様坂東島 まゆみ 様 99999999 27.627.627.627.6 71.471.471.471.4 23232323

5555 福岡  秀一  様福岡  秀一  様福岡  秀一  様福岡  秀一  様 93939393 21.021.021.021.0 72.072.072.072.0 12121212

6666 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 87878787 15.015.015.015.0 72.072.072.072.0 2222

7777 関  正広  様関  正広  様関  正広  様関  正広  様 87878787 14.914.914.914.9 72.172.172.172.1 2222

8888 白坂  勝男  様白坂  勝男  様白坂  勝男  様白坂  勝男  様 88888888 15.415.415.415.4 72.672.672.672.6 4444

9999 前田  稔廣  様前田  稔廣  様前田  稔廣  様前田  稔廣  様 90909090 16.816.816.816.8 73.273.273.273.2 5555

10101010 福岡  幸二  様福岡  幸二  様福岡  幸二  様福岡  幸二  様 99999999 25.825.825.825.8 73.273.273.273.2 23232323

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

キリンビール杯（Ａ・Ｂ）　成績表キリンビール杯（Ａ・Ｂ）　成績表キリンビール杯（Ａ・Ｂ）　成績表キリンビール杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


