
H 30年12月 9日（日）H 30年12月 9日（日）H 30年12月 9日（日）H 30年12月 9日（日）

A組　参加人数 39名A組　参加人数 39名A組　参加人数 39名A組　参加人数 39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 石崎  俊市  様石崎  俊市  様石崎  俊市  様石崎  俊市  様 82828282 12.912.912.912.9 69.169.169.169.1 9999

準優勝準優勝準優勝準優勝 白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様白坂  ミキ子  様 85858585 14.314.314.314.3 70.770.770.770.7 20202020

3333 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 77777777 5.65.65.65.6 71.471.471.471.4 2222

4444 吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様吉國  高夫  様 84848484 12.212.212.212.2 71.871.871.871.8 16161616

5555 久保  拓摩  様久保  拓摩  様久保  拓摩  様久保  拓摩  様 84848484 12.112.112.112.1 71.971.971.971.9 16161616

6666 久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様 83838383 11.011.011.011.0 72.072.072.072.0 13131313

7777 岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様 78787878 6.06.06.06.0 72.072.072.072.0 3333

8888 田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様田中  俊實  様 81818181 8.98.98.98.9 72.172.172.172.1 7777

9999 森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様 79797979 6.86.86.86.8 72.272.272.272.2 4444

10101010 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 82828282 9.59.59.59.5 72.572.572.572.5 9999

若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 76767676 3.03.03.03.0 73.073.073.073.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

B組　参加人数 37名B組　参加人数 37名B組　参加人数 37名B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 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 85858585 16.316.316.316.3 68.768.768.768.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 前田  稔廣  様前田  稔廣  様前田  稔廣  様前田  稔廣  様 88888888 17.917.917.917.9 70.170.170.170.1 2222

3333 楯林  義寛  様楯林  義寛  様楯林  義寛  様楯林  義寛  様 91919191 20.620.620.620.6 70.470.470.470.4 7777

4444 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 24.324.324.324.3 70.770.770.770.7 13131313

5555 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 98989898 26.026.026.026.0 72.072.072.072.0 22222222

6666 前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様前田  弘乃  様 93939393 20.720.720.720.7 72.372.372.372.3 9999

7777 岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様 89898989 16.516.516.516.5 72.572.572.572.5 3333

8888 副島  淳一  様副島  淳一  様副島  淳一  様副島  淳一  様 100100100100 27.327.327.327.3 72.772.772.772.7 24242424

9999 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 15.215.215.215.2 73.873.873.873.8 3333

10101010 徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様 90909090 16.016.016.016.0 74.074.074.074.0 6666

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

山坂杯 （Ａ・Ｂ）　成績表山坂杯 （Ａ・Ｂ）　成績表山坂杯 （Ａ・Ｂ）　成績表山坂杯 （Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


