
H30年  10月 7日（日）H30年  10月 7日（日）H30年  10月 7日（日）H30年  10月 7日（日）

松組　参加人数  24名松組　参加人数  24名松組　参加人数  24名松組　参加人数  24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 田代  安太  様田代  安太  様田代  安太  様田代  安太  様 92929292 27.927.927.927.9 64.164.164.164.1 16161616

準優勝準優勝準優勝準優勝 垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様垣内  傳惠  様 88888888 20.620.620.620.6 67.467.467.467.4 12121212

3333 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 85858585 17.517.517.517.5 67.567.567.567.5 5555

4444 西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様 87878787 17.717.717.717.7 69.369.369.369.3 10101010

5555 上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様 86868686 15.815.815.815.8 70.270.270.270.2 6666

6666 下戸    潔   様下戸    潔   様下戸    潔   様下戸    潔   様 87878787 16.216.216.216.2 70.870.870.870.8 10101010

7777 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 88888888 16.816.816.816.8 71.271.271.271.2 12121212

8888 山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様 86868686 14.414.414.414.4 71.671.671.671.6 6666

9999 吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様 86868686 14.114.114.114.1 71.971.971.971.9 6666

10101010 野平  稔泰  様野平  稔泰  様野平  稔泰  様野平  稔泰  様 99999999 27.027.027.027.0 72.072.072.072.0 21212121

松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 78787878 4.54.54.54.5 73.573.573.573.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

竹組　参加人数 22名竹組　参加人数 22名竹組　参加人数 22名竹組　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 中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様 78787878 11.611.611.611.6 66.466.466.466.4 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 73737373 4.54.54.54.5 68.568.568.568.5 1111 BGBGBGBG

3333 上中  五夫  様上中  五夫  様上中  五夫  様上中  五夫  様 81818181 11.211.211.211.2 69.869.869.869.8 5555

4444 徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様 81818181 10.010.010.010.0 71.071.071.071.0 5555

5555 久津輪  正一郎  様久津輪  正一郎  様久津輪  正一郎  様久津輪  正一郎  様 95959595 23.723.723.723.7 71.371.371.371.3 19191919

6666 久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様 83838383 11.211.211.211.2 71.871.871.871.8 7777

7777 野田  文藏  様野田  文藏  様野田  文藏  様野田  文藏  様 89898989 17.117.117.117.1 71.971.971.971.9 10101010

8888 伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様 91919191 18.318.318.318.3 72.772.772.772.7 12121212

9999 守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様 92929292 19.219.219.219.2 72.872.872.872.8 14141414

10101010 重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様 77777777 3.93.93.93.9 73.173.173.173.1 2222

梅組　参加人数 26名梅組　参加人数 26名梅組　参加人数 26名梅組　参加人数 26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  稔  様山之口  稔  様山之口  稔  様山之口  稔  様 81818181 13.013.013.013.0 68.068.068.068.0 8888

準優勝準優勝準優勝準優勝 土屋  孝行  様土屋  孝行  様土屋  孝行  様土屋  孝行  様 76767676 7.27.27.27.2 68.868.868.868.8 2222

3333 田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様 79797979 10.010.010.010.0 69.069.069.069.0 5555

4444 国生  裕子  様国生  裕子  様国生  裕子  様国生  裕子  様 90909090 20.920.920.920.9 69.169.169.169.1 16161616

5555 国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様 79797979 7.77.77.77.7 71.371.371.371.3 5555

6666 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 7777

7777 岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様 76767676 4.74.74.74.7 71.371.371.371.3 2222

8888 吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様 98989898 26.626.626.626.6 71.471.471.471.4 22222222

9999 吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様 85858585 13.313.313.313.3 71.771.771.771.7 13131313

10101010 船附  謙一  様船附  謙一  様船附  謙一  様船附  謙一  様 97979797 25.225.225.225.2 71.871.871.871.8 21212121

田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 75757575 2.42.42.42.4 72.672.672.672.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

酒の夢焼杯　（松・竹・梅）成績表酒の夢焼杯　（松・竹・梅）成績表酒の夢焼杯　（松・竹・梅）成績表酒の夢焼杯　（松・竹・梅）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


