
H 30年 9月 2日（日）H 30年 9月 2日（日）H 30年 9月 2日（日）H 30年 9月 2日（日）

松組　参加人数  28名松組　参加人数  28名松組　参加人数  28名松組　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 山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様 83838383 16.316.316.316.3 66.766.766.766.7 4444

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 81818181 10.010.010.010.0 71.071.071.071.0 2222

3333 白坂  文夫  様白坂  文夫  様白坂  文夫  様白坂  文夫  様 91919191 19.019.019.019.0 72.072.072.072.0 13131313

4444 若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様 89898989 16.016.016.016.0 73.073.073.073.0 10101010

5555 畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様 105105105105 31.431.431.431.4 73.673.673.673.6 27272727

6666 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 100100100100 26.326.326.326.3 73.773.773.773.7 22222222

7777 若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 75757575 1.01.01.01.0 74.074.074.074.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

8888 瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様 98989898 23.523.523.523.5 74.574.574.574.5 19191919

9999 上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様上山    晃   様 81818181 6.06.06.06.0 75.075.075.075.0 2222

10101010 川﨑  源雄  様川﨑  源雄  様川﨑  源雄  様川﨑  源雄  様 85858585 10.010.010.010.0 75.075.075.075.0 8888

竹組　参加人数  29名竹組　参加人数  29名竹組　参加人数  29名竹組　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 水流  佳章  様水流  佳章  様水流  佳章  様水流  佳章  様 77777777 8.88.88.88.8 68.268.268.268.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 石踊  紳一郎  様石踊  紳一郎  様石踊  紳一郎  様石踊  紳一郎  様 96969696 27.327.327.327.3 68.768.768.768.7 24242424

3333 徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様 81818181 11.411.411.411.4 69.669.669.669.6 5555

4444 久保    誠   様久保    誠   様久保    誠   様久保    誠   様 91919191 21.021.021.021.0 70.070.070.070.0 16161616

5555 上中  五夫  様上中  五夫  様上中  五夫  様上中  五夫  様 86868686 15.315.315.315.3 70.770.770.770.7 8888

6666 前田  稔廣  様前田  稔廣  様前田  稔廣  様前田  稔廣  様 88888888 16.816.816.816.8 71.271.271.271.2 11111111

7777 有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様 78787878 6.06.06.06.0 72.072.072.072.0 3333

8888 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 77777777 5.05.05.05.0 72.072.072.072.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

9999 岩重  幸司  様岩重  幸司  様岩重  幸司  様岩重  幸司  様 86868686 13.513.513.513.5 72.572.572.572.5 8888

10101010 関    正広   様関    正広   様関    正広   様関    正広   様 88888888 14.914.914.914.9 73.173.173.173.1 11111111

梅組　参加人数  27名梅組　参加人数  27名梅組　参加人数  27名梅組　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 仮屋  洋人  様仮屋  洋人  様仮屋  洋人  様仮屋  洋人  様 87878787 20.420.420.420.4 66.666.666.666.6 15151515

準優勝準優勝準優勝準優勝 森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様 74747474 5.05.05.05.0 69.069.069.069.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 徳留  秀人  様徳留  秀人  様徳留  秀人  様徳留  秀人  様 80808080 9.19.19.19.1 70.970.970.970.9 4444

4444 小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様 81818181 10.010.010.010.0 71.071.071.071.0 7777

5555 中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様 74747474 2.52.52.52.5 71.571.571.571.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 87878787 14.714.714.714.7 72.372.372.372.3 15151515

7777 江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様 82828282 9.09.09.09.0 73.073.073.073.0 9999

8888 渋谷  英史  様渋谷  英史  様渋谷  英史  様渋谷  英史  様 101101101101 28.028.028.028.0 73.073.073.073.0 24242424

9999 前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様前園  祐二  様 88888888 14.714.714.714.7 73.373.373.373.3 18181818

10101010 加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様 81818181 7.57.57.57.5 73.573.573.573.5 7777
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