
H 30年 9月 17日（月）H 30年 9月 17日（月）H 30年 9月 17日（月）H 30年 9月 17日（月）

寿組　参加人数 23名寿組　参加人数 23名寿組　参加人数 23名寿組　参加人数 23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 西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様 82828282 17.717.717.717.7 64.364.364.364.3 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 椎原  正隆  様椎原  正隆  様椎原  正隆  様椎原  正隆  様 80808080 12.712.712.712.7 67.367.367.367.3 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 江藤  實巳  様江藤  實巳  様江藤  實巳  様江藤  實巳  様 86868686 17.317.317.317.3 68.768.768.768.7 6666

4444 福岡  幸二  様福岡  幸二  様福岡  幸二  様福岡  幸二  様 95959595 25.825.825.825.8 69.269.269.269.2 16161616

5555 垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様 90909090 20.620.620.620.6 69.469.469.469.4 10101010

6666 西丸  重晴  様西丸  重晴  様西丸  重晴  様西丸  重晴  様 85858585 15.015.015.015.0 70.070.070.070.0 5555

7777 中島  文雄  様中島  文雄  様中島  文雄  様中島  文雄  様 93939393 22.922.922.922.9 70.170.170.170.1 14141414

8888 白坂  文夫  様白坂  文夫  様白坂  文夫  様白坂  文夫  様 90909090 19.919.919.919.9 70.170.170.170.1 10101010

9999 豊崎    隆   様豊崎    隆   様豊崎    隆   様豊崎    隆   様 87878787 16.816.816.816.8 70.270.270.270.2 7777

10101010 若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様 87878787 15.015.015.015.0 72.072.072.072.0 7777

松組　参加人数  22名松組　参加人数  22名松組　参加人数  22名松組　参加人数  22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 江口  明子  様江口  明子  様江口  明子  様江口  明子  様 83838383 17.017.017.017.0 66.066.066.066.0 6666

準優勝準優勝準優勝準優勝 秋元  耕一郎  様秋元  耕一郎  様秋元  耕一郎  様秋元  耕一郎  様 84848484 17.417.417.417.4 66.666.666.666.6 7777

3333 田中  勝治  様田中  勝治  様田中  勝治  様田中  勝治  様 90909090 22.522.522.522.5 67.567.567.567.5 13131313

4444 佐藤  正已  様佐藤  正已  様佐藤  正已  様佐藤  正已  様 76767676 7.47.47.47.4 68.668.668.668.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

5555 前原  盛男  様前原  盛男  様前原  盛男  様前原  盛男  様 94949494 24.324.324.324.3 69.769.769.769.7 17171717

6666 田中  明正  様田中  明正  様田中  明正  様田中  明正  様 89898989 19.119.119.119.1 69.969.969.969.9 12121212

7777 永山  純隆  様永山  純隆  様永山  純隆  様永山  純隆  様 81818181 10.010.010.010.0 71.071.071.071.0 3333

8888 田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様 82828282 10.010.010.010.0 72.072.072.072.0 5555

9999 岩重  幸司  様岩重  幸司  様岩重  幸司  様岩重  幸司  様 85858585 12.912.912.912.9 72.172.172.172.1 9999

10101010 西尾  義実  様西尾  義実  様西尾  義実  様西尾  義実  様 84848484 11.811.811.811.8 72.272.272.272.2 7777

竹組　参加人数  23名竹組　参加人数  23名竹組　参加人数  23名竹組　参加人数  23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 池迫  重利  様池迫  重利  様池迫  重利  様池迫  重利  様 84848484 19.219.219.219.2 64.864.864.864.8 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様 80808080 11.111.111.111.1 68.968.968.968.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 金沢  隆志  様金沢  隆志  様金沢  隆志  様金沢  隆志  様 92929292 22.922.922.922.9 69.169.169.169.1 19191919

4444 秋元    茂   様秋元    茂   様秋元    茂   様秋元    茂   様 81818181 11.811.811.811.8 69.269.269.269.2 3333

5555 上之段  博文  様上之段  博文  様上之段  博文  様上之段  博文  様 84848484 14.514.514.514.5 69.569.569.569.5 4444

6666 大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様大久保  隆二  様 84848484 14.214.214.214.2 69.869.869.869.8 4444

7777 田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様 87878787 16.916.916.916.9 70.170.170.170.1 12121212

8888 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 86868686 14.914.914.914.9 71.171.171.171.1 11111111

9999 中嶋  伸生  様中嶋  伸生  様中嶋  伸生  様中嶋  伸生  様 84848484 12.712.712.712.7 71.371.371.371.3 4444

10101010 和田    明   様和田    明   様和田    明   様和田    明   様 80808080 8.38.38.38.3 71.771.771.771.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

梅組　参加人数  25名梅組　参加人数  25名梅組　参加人数  25名梅組　参加人数  25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 大原  真弓  様大原  真弓  様大原  真弓  様大原  真弓  様 89898989 28.628.628.628.6 60.460.460.460.4 13131313

準優勝準優勝準優勝準優勝 藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様 78787878 12.512.512.512.5 65.565.565.565.5 5555

3333 渋谷  英史  様渋谷  英史  様渋谷  英史  様渋谷  英史  様 93939393 25.625.625.625.6 67.467.467.467.4 17171717

4444 中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様 72727272 3.33.33.33.3 68.768.768.768.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

5555 谷    一成   様谷    一成   様谷    一成   様谷    一成   様 96969696 26.926.926.926.9 69.169.169.169.1 20202020

6666 飯山  俊浩  様飯山  俊浩  様飯山  俊浩  様飯山  俊浩  様 92929292 22.922.922.922.9 69.169.169.169.1 14141414

7777 郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様 83838383 12.912.912.912.9 70.170.170.170.1 9999

8888 森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様 76767676 5.85.85.85.8 70.270.270.270.2 3333

9999 谷口  献児  様谷口  献児  様谷口  献児  様谷口  献児  様 96969696 25.625.625.625.6 70.470.470.470.4 20202020

10101010 谷口  太志  様谷口  太志  様谷口  太志  様谷口  太志  様 97979797 26.426.426.426.4 70.670.670.670.6 23232323
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