
H 30年  9月 23日（日）H 30年  9月 23日（日）H 30年  9月 23日（日）H 30年  9月 23日（日）

Ａ組　参加人数  37名Ａ組　参加人数  37名Ａ組　参加人数  37名Ａ組　参加人数  37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 吉永  健二  様吉永  健二  様吉永  健二  様吉永  健二  様 81818181 14.214.214.214.2 66.866.866.866.8 10101010

準優勝準優勝準優勝準優勝 吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様 81818181 14.114.114.114.1 66.966.966.966.9 10101010

3333 坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様 76767676 8.18.18.18.1 67.967.967.967.9 2222

4444 新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様新堂  陽一  様 83838383 14.914.914.914.9 68.168.168.168.1 20202020

5555 田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 71717171 2.42.42.42.4 68.668.668.668.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様 78787878 8.78.78.78.7 69.369.369.369.3 4444

7777 上玉利  進  様上玉利  進  様上玉利  進  様上玉利  進  様 80808080 10.010.010.010.0 70.070.070.070.0 8888

8888 川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様川間  辰浩  様 79797979 8.98.98.98.9 70.170.170.170.1 6666

9999 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 85858585 14.214.214.214.2 70.870.870.870.8 28282828

10101010 中垣内  謙一  様中垣内  謙一  様中垣内  謙一  様中垣内  謙一  様 82828282 11.211.211.211.2 70.870.870.870.8 14141414

Ｂ組　参加人数  38名Ｂ組　参加人数  38名Ｂ組　参加人数  38名Ｂ組　参加人数  38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 前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様 89898989 22.522.522.522.5 66.566.566.566.5 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 田中  勝治  様田中  勝治  様田中  勝治  様田中  勝治  様 91919191 22.522.522.522.5 68.568.568.568.5 10101010

3333 山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様 86868686 16.616.616.616.6 69.469.469.469.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 末満  一十四  様末満  一十四  様末満  一十四  様末満  一十四  様 86868686 15.415.415.415.4 70.670.670.670.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

5555 田中  明正  様田中  明正  様田中  明正  様田中  明正  様 90909090 19.119.119.119.1 70.970.970.970.9 8888

6666 坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様坂上  壽藏  様 89898989 17.917.917.917.9 71.171.171.171.1 4444

7777 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 3333

8888 田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様 89898989 16.916.916.916.9 72.172.172.172.1 4444

9999 金沢  隆志  様金沢  隆志  様金沢  隆志  様金沢  隆志  様 95959595 22.922.922.922.9 72.172.172.172.1 19191919

10101010 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 89898989 16.816.816.816.8 72.272.272.272.2 4444

西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


