
H30年12月 23日（日）H30年12月 23日（日）H30年12月 23日（日）H30年12月 23日（日）

A組　参加人数  38名A組　参加人数  38名A組　参加人数  38名A組　参加人数  38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 永友  善彦  様永友  善彦  様永友  善彦  様永友  善彦  様 80808080 12.412.412.412.4 67.667.667.667.6 11111111

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 1.01.01.01.0 68.068.068.068.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様 77777777 8.08.08.08.0 69.069.069.069.0 4444

4444 岩重  幸司  様岩重  幸司  様岩重  幸司  様岩重  幸司  様 82828282 12.712.712.712.7 69.369.369.369.3 15151515

5555 江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様 81818181 11.611.611.611.6 69.469.469.469.4 12121212

6666 森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様 77777777 6.86.86.86.8 70.270.270.270.2 4444

7777 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 76767676 5.15.15.15.1 70.970.970.970.9 3333

8888 中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様中川  正人  様 79797979 7.87.87.87.8 71.271.271.271.2 8888

9999 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 81818181 9.59.59.59.5 71.571.571.571.5 12121212

10101010 若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 75757575 3.03.03.03.0 72.072.072.072.0 2222

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 山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様 84848484 15.215.215.215.2 68.868.868.868.8 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 川路    誠   様川路    誠   様川路    誠   様川路    誠   様 83838383 14.114.114.114.1 68.968.968.968.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 守屋  向人  様守屋  向人  様守屋  向人  様守屋  向人  様 92929292 20.620.620.620.6 71.471.471.471.4 6666

4444 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

5555 坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様 98989898 25.625.625.625.6 72.472.472.472.4 22222222

6666 平川    明   様平川    明   様平川    明   様平川    明   様 97979797 24.124.124.124.1 72.972.972.972.9 20202020

7777 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 20202020

8888 久木田  善一郎  様久木田  善一郎  様久木田  善一郎  様久木田  善一郎  様 89898989 15.815.815.815.8 73.273.273.273.2 3333

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 98989898 24.124.124.124.1 73.973.973.973.9 22222222

10101010 石村  盛郎  様石村  盛郎  様石村  盛郎  様石村  盛郎  様 109109109109 34.834.834.834.8 74.274.274.274.2 34343434

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

サッポロビール杯　（A・B）成績表サッポロビール杯　（A・B）成績表サッポロビール杯　（A・B）成績表サッポロビール杯　（A・B）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


