
H30年 12月 2日（日）H30年 12月 2日（日）H30年 12月 2日（日）H30年 12月 2日（日）

松組　参加人数 30名松組　参加人数 30名松組　参加人数 30名松組　参加人数 30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 森    昌幸   様森    昌幸   様森    昌幸   様森    昌幸   様 89898989 19.119.119.119.1 69.969.969.969.9 9999

準優勝準優勝準優勝準優勝 徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様徳留  和昭  様 80808080 10.010.010.010.0 70.070.070.070.0 2222

3333 坂下  満仙  様坂下  満仙  様坂下  満仙  様坂下  満仙  様 86868686 14.914.914.914.9 71.171.171.171.1 5555

4444 谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様 83838383 11.411.411.411.4 71.671.671.671.6 3333

5555 畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様 104104104104 31.931.931.931.9 72.172.172.172.1 28282828

6666 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 78787878 5.65.65.65.6 72.472.472.472.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

7777 池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様池端  高至  様 89898989 16.316.316.316.3 72.772.772.772.7 9999

8888 宮脇  一男  様宮脇  一男  様宮脇  一男  様宮脇  一男  様 99999999 26.226.226.226.2 72.872.872.872.8 24242424

9999 上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様 88888888 14.814.814.814.8 73.273.273.273.2 8888

10101010 岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様岩下  健一郎  様 87878787 13.313.313.313.3 73.773.773.773.7 7777

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 田井村  佳正  様田井村  佳正  様田井村  佳正  様田井村  佳正  様 85858585 17.817.817.817.8 67.267.267.267.2 9999

準優勝準優勝準優勝準優勝 白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様 83838383 14.614.614.614.6 68.468.468.468.4 6666

3333 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 73737373 3.13.13.13.1 69.969.969.969.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様 84848484 13.713.713.713.7 70.370.370.370.3 8888

5555 有村  裕二  様有村  裕二  様有村  裕二  様有村  裕二  様 80808080 9.79.79.79.7 70.370.370.370.3 3333

6666 本白水  三十六  様本白水  三十六  様本白水  三十六  様本白水  三十六  様 85858585 14.514.514.514.5 70.570.570.570.5 9999

7777 有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様 79797979 8.58.58.58.5 70.570.570.570.5 2222

8888 皆元  成美  様皆元  成美  様皆元  成美  様皆元  成美  様 100100100100 29.129.129.129.1 70.970.970.970.9 30303030

9999 岩下  純一  様岩下  純一  様岩下  純一  様岩下  純一  様 82828282 10.010.010.010.0 72.072.072.072.0 5555

10101010 川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様 85858585 13.013.013.013.0 72.072.072.072.0 9999

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 吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様 77777777 12.212.212.212.2 64.864.864.864.8 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 柿園  輝仁  様柿園  輝仁  様柿園  輝仁  様柿園  輝仁  様 91919191 25.425.425.425.4 65.665.665.665.6 21212121

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 77777777 9.49.49.49.4 67.667.667.667.6 3333

4444 川﨑    修   様川﨑    修   様川﨑    修   様川﨑    修   様 87878787 18.718.718.718.7 68.368.368.368.3 17171717

5555 国生  裕子  様国生  裕子  様国生  裕子  様国生  裕子  様 88888888 18.118.118.118.1 69.969.969.969.9 18181818

6666 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 7777

7777 河野  新吾  様河野  新吾  様河野  新吾  様河野  新吾  様 78787878 7.97.97.97.9 70.170.170.170.1 5555

8888 加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様加治堀  敏郎  様 81818181 10.110.110.110.1 70.970.970.970.9 9999

9999 田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 72727272 1.01.01.01.0 71.071.071.071.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

10101010 下茂    晃   様下茂    晃   様下茂    晃   様下茂    晃   様 86868686 14.714.714.714.7 71.371.371.371.3 16161616

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

肉のもり屋・森栄飼糧杯(松・竹・梅）　成績表肉のもり屋・森栄飼糧杯(松・竹・梅）　成績表肉のもり屋・森栄飼糧杯(松・竹・梅）　成績表肉のもり屋・森栄飼糧杯(松・竹・梅）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


