
H 30年 9月 16日（日）H 30年 9月 16日（日）H 30年 9月 16日（日）H 30年 9月 16日（日）

寿組　参加人数 34名寿組　参加人数 34名寿組　参加人数 34名寿組　参加人数 34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 末満  一十四  様末満  一十四  様末満  一十四  様末満  一十四  様 84848484 15.415.415.415.4 68.668.668.668.6 5555

準優勝準優勝準優勝準優勝 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 78787878 8.98.98.98.9 69.169.169.169.1 2222

3333 瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様 94949494 24.824.824.824.8 69.269.269.269.2 19191919

4444 上田  鐵朗  様上田  鐵朗  様上田  鐵朗  様上田  鐵朗  様 93939393 23.323.323.323.3 69.769.769.769.7 18181818

5555 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 88888888 17.517.517.517.5 70.570.570.570.5 9999

6666 鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様鈴木  重臣  様 101101101101 29.829.829.829.8 71.271.271.271.2 27272727

7777 川路  俊夫  様川路  俊夫  様川路  俊夫  様川路  俊夫  様 89898989 17.717.717.717.7 71.371.371.371.3 11111111

8888 久木田  善一郎  様久木田  善一郎  様久木田  善一郎  様久木田  善一郎  様 87878787 15.615.615.615.6 71.471.471.471.4 7777

9999 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 76767676 4.54.54.54.5 71.571.571.571.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

10101010 岩切  重則  様岩切  重則  様岩切  重則  様岩切  重則  様 87878787 14.814.814.814.8 72.272.272.272.2 7777

松組　参加人数  36名松組　参加人数  36名松組　参加人数  36名松組　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 田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様 75757575 10.210.210.210.2 64.864.864.864.8 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様 84848484 17.917.917.917.9 66.166.166.166.1 9999

3333 岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様 82828282 15.315.315.315.3 66.766.766.766.7 7777 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 胡摩  輝己  様胡摩  輝己  様胡摩  輝己  様胡摩  輝己  様 94949494 27.027.027.027.0 67.067.067.067.0 28282828

5555 小川  清秀  様小川  清秀  様小川  清秀  様小川  清秀  様 77777777 9.69.69.69.6 67.467.467.467.4 2222

6666 西迫  志朗  様西迫  志朗  様西迫  志朗  様西迫  志朗  様 87878787 18.918.918.918.9 68.168.168.168.1 16161616

7777 安藤    覚   様安藤    覚   様安藤    覚   様安藤    覚   様 81818181 12.212.212.212.2 68.868.868.868.8 6666

8888 立本  伊佐男  様立本  伊佐男  様立本  伊佐男  様立本  伊佐男  様 93939393 22.922.922.922.9 70.170.170.170.1 27272727

9999 池田  利郎  様池田  利郎  様池田  利郎  様池田  利郎  様 92929292 21.621.621.621.6 70.470.470.470.4 25252525

10101010 田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様 79797979 8.58.58.58.5 70.570.570.570.5 3333

竹組　参加人数  31名竹組　参加人数  31名竹組　参加人数  31名竹組　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 守屋  俊藏  様守屋  俊藏  様守屋  俊藏  様守屋  俊藏  様 91919191 22.522.522.522.5 68.568.568.568.5 14141414

準優勝準優勝準優勝準優勝 五代  敏海  様五代  敏海  様五代  敏海  様五代  敏海  様 84848484 15.215.215.215.2 68.868.868.868.8 5555

3333 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 75757575 5.65.65.65.6 69.469.469.469.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様 88888888 18.318.318.318.3 69.769.769.769.7 12121212

5555 郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様 82828282 11.811.811.811.8 70.270.270.270.2 3333

6666 山元  耕一  様山元  耕一  様山元  耕一  様山元  耕一  様 80808080 9.59.59.59.5 70.570.570.570.5 2222

7777 宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様 85858585 13.913.913.913.9 71.171.171.171.1 7777

8888 遠矢  一則  様遠矢  一則  様遠矢  一則  様遠矢  一則  様 84848484 12.412.412.412.4 71.671.671.671.6 5555

9999 崎田  政文  様崎田  政文  様崎田  政文  様崎田  政文  様 83838383 11.011.011.011.0 72.072.072.072.0 4444

10101010 坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様 97979797 24.724.724.724.7 72.372.372.372.3 23232323

梅組　参加人数  36名梅組　参加人数  36名梅組　参加人数  36名梅組　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 稲留  博人  様稲留  博人  様稲留  博人  様稲留  博人  様 82828282 16.216.216.216.2 65.865.865.865.8 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 新原  哲郎  様新原  哲郎  様新原  哲郎  様新原  哲郎  様 92929292 24.724.724.724.7 67.367.367.367.3 23232323

3333 白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様 74747474 5.65.65.65.6 68.468.468.468.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 仮屋  洋人  様仮屋  洋人  様仮屋  洋人  様仮屋  洋人  様 89898989 20.220.220.220.2 68.868.868.868.8 17171717

5555 本高  健一  様本高  健一  様本高  健一  様本高  健一  様 94949494 25.225.225.225.2 68.868.868.868.8 26262626

6666 川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様 84848484 13.913.913.913.9 70.170.170.170.1 9999

7777 坂元  潤也  様坂元  潤也  様坂元  潤也  様坂元  潤也  様 83838383 12.412.412.412.4 70.670.670.670.6 6666

8888 田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様 81818181 10.010.010.010.0 71.071.071.071.0 3333

9999 徳留  秀人  様徳留  秀人  様徳留  秀人  様徳留  秀人  様 80808080 8.78.78.78.7 71.371.371.371.3 2222

10101010 郷原  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様 87878787 15.415.415.415.4 71.671.671.671.6 14141414
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