
H30年 10月 14日（日）H30年 10月 14日（日）H30年 10月 14日（日）H30年 10月 14日（日）

Ａ組　参加人数 35名Ａ組　参加人数 35名Ａ組　参加人数 35名Ａ組　参加人数 35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 松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様松田  守男  様 78787878 10.810.810.810.8 67.267.267.267.2 6666

準優勝準優勝準優勝準優勝 田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 69696969 1.61.61.61.6 67.467.467.467.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 岡留  孝二  様岡留  孝二  様岡留  孝二  様岡留  孝二  様 76767676 8.48.48.48.4 67.667.667.667.6 4444

4444 西尾  義実  様西尾  義実  様西尾  義実  様西尾  義実  様 81818181 11.811.811.811.8 69.269.269.269.2 13131313

5555 田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様田中  信広  様 79797979 8.98.98.98.9 70.170.170.170.1 8888

6666 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 76767676 5.65.65.65.6 70.470.470.470.4 4444

7777 若松  和代  様若松  和代  様若松  和代  様若松  和代  様 71717171 0.30.30.30.3 70.770.770.770.7 2222

8888 田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様 80808080 9.19.19.19.1 70.970.970.970.9 11111111

9999 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 75757575 3.93.93.93.9 71.171.171.171.1 3333

10101010 久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様 82828282 10.810.810.810.8 71.271.271.271.2 17171717

Ｂ組　参加人数 34名Ｂ組　参加人数 34名Ｂ組　参加人数 34名Ｂ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 下清水  藤代  様下清水  藤代  様下清水  藤代  様下清水  藤代  様 88888888 21.221.221.221.2 66.866.866.866.8 9999

準優勝準優勝準優勝準優勝 徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様 85858585 18.118.118.118.1 66.966.966.966.9 3333

3333 中西  誠一  様中西  誠一  様中西  誠一  様中西  誠一  様 82828282 14.414.414.414.4 67.667.667.667.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 船附  謙一  様船附  謙一  様船附  謙一  様船附  謙一  様 93939393 24.724.724.724.7 68.368.368.368.3 22222222

5555 田中  明正  様田中  明正  様田中  明正  様田中  明正  様 87878787 18.318.318.318.3 68.768.768.768.7 7777

6666 田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様田中  加恵子  様 85858585 16.316.316.316.3 68.768.768.768.7 3333

7777 稲留  博人  様稲留  博人  様稲留  博人  様稲留  博人  様 84848484 15.215.215.215.2 68.868.868.868.8 2222

8888 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 85858585 15.815.815.815.8 69.269.269.269.2 3333

9999 若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様 85858585 15.015.015.015.0 70.070.070.070.0 3333

10101010 白坂  勝男  様白坂  勝男  様白坂  勝男  様白坂  勝男  様 89898989 17.917.917.917.9 71.171.171.171.1 13131313

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

焼鳥居酒屋白鶴杯（Ａ・Ｂ）成績表焼鳥居酒屋白鶴杯（Ａ・Ｂ）成績表焼鳥居酒屋白鶴杯（Ａ・Ｂ）成績表焼鳥居酒屋白鶴杯（Ａ・Ｂ）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


