
H 30年12月 16日（日）H 30年12月 16日（日）H 30年12月 16日（日）H 30年12月 16日（日）

A組　参加人数 26名A組　参加人数 26名A組　参加人数 26名A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 宮下  淳也  様宮下  淳也  様宮下  淳也  様宮下  淳也  様 75757575 5.25.25.25.2 69.869.869.869.8 2222

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 72727272 1.01.01.01.0 71.071.071.071.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 永友  善彦  様永友  善彦  様永友  善彦  様永友  善彦  様 84848484 12.412.412.412.4 71.671.671.671.6 11111111

4444 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

5555 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 76767676 3.13.13.13.1 72.972.972.972.9 3333

6666 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 78787878 5.15.15.15.1 72.972.972.972.9 4444

7777 遠矢  一則  様遠矢  一則  様遠矢  一則  様遠矢  一則  様 85858585 12.012.012.012.0 73.073.073.073.0 13131313

8888 坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様 80808080 6.86.86.86.8 73.273.273.273.2 7777

9999 江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様 85858585 11.611.611.611.6 73.473.473.473.4 13131313

10101010 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 79797979 5.65.65.65.6 73.473.473.473.4 6666

B組　参加人数 26名B組　参加人数 26名B組　参加人数 26名B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 井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様 86868686 20.320.320.320.3 65.765.765.765.7 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様伊東  哲志  様 86868686 17.117.117.117.1 68.968.968.968.9 4444

3333 新村  順一郎  様新村  順一郎  様新村  順一郎  様新村  順一郎  様 88888888 18.718.718.718.7 69.369.369.369.3 8888

4444 徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様 85858585 15.615.615.615.6 69.469.469.469.4 2222

5555 桑原  克幸  様桑原  克幸  様桑原  克幸  様桑原  克幸  様 99999999 29.329.329.329.3 69.769.769.769.7 20202020

6666 山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様 84848484 14.214.214.214.2 69.869.869.869.8 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

7777 宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様 85858585 13.713.713.713.7 71.371.371.371.3 2222

8888 下茂    晃   様下茂    晃   様下茂    晃   様下茂    晃   様 86868686 14.314.314.314.3 71.771.771.771.7 4444

9999 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 96969696 24.124.124.124.1 71.971.971.971.9 16161616

10101010 瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様 97979797 23.923.923.923.9 73.173.173.173.1 18181818

タイトリスト杯 （Ａ・Ｂ）　成績表タイトリスト杯 （Ａ・Ｂ）　成績表タイトリスト杯 （Ａ・Ｂ）　成績表タイトリスト杯 （Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


