
H31年 1月2日（水）H31年 1月2日（水）H31年 1月2日（水）H31年 1月2日（水）

松組　参加人数 18名松組　参加人数 18名松組　参加人数 18名松組　参加人数 18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 中西  誠一  様中西  誠一  様中西  誠一  様中西  誠一  様 80808080 11.211.211.211.2 68.868.868.868.8 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 96969696 26.026.026.026.0 70.070.070.070.0 13131313

3333 山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様山下  鎮雄  様 85858585 14.214.214.214.2 70.870.870.870.8 5555

4444 山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様 87878787 15.215.215.215.2 71.871.871.871.8 6666

5555 岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様 84848484 12.212.212.212.2 71.871.871.871.8 4444

6666 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 89898989 15.415.415.415.4 73.673.673.673.6 9999

7777 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 83838383 9.39.39.39.3 73.773.773.773.7 3333

8888 上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様 89898989 14.814.814.814.8 74.274.274.274.2 9999

9999 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 80808080 5.65.65.65.6 74.474.474.474.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

10101010 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 101101101101 24.124.124.124.1 76.976.976.976.9 15151515

竹組　参加人数 18名竹組　参加人数 18名竹組　参加人数 18名竹組　参加人数 18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 福岡  智子  様福岡  智子  様福岡  智子  様福岡  智子  様 103103103103 33.433.433.433.4 69.669.669.669.6 16161616

準優勝準優勝準優勝準優勝 坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様坂元  龍夫  様 97979797 25.625.625.625.6 71.471.471.471.4 12121212

3333 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 77777777 5.15.15.15.1 71.971.971.971.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様 83838383 10.410.410.410.4 72.672.672.672.6 3333

5555 小浜  節子  様小浜  節子  様小浜  節子  様小浜  節子  様 98989898 25.225.225.225.2 72.872.872.872.8 13131313

6666 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 77777777 3.13.13.13.1 73.973.973.973.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

7777 宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様 88888888 13.713.713.713.7 74.374.374.374.3 8888

8888 吉留  一幸  様吉留  一幸  様吉留  一幸  様吉留  一幸  様 87878787 11.811.811.811.8 75.275.275.275.2 6666

9999 西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様 94949494 17.917.917.917.9 76.176.176.176.1 10101010

10101010 有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様 83838383 6.66.66.66.6 76.476.476.476.4 3333

梅組　参加人数 20名梅組　参加人数 20名梅組　参加人数 20名梅組　参加人数 20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 岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様岩元    孝   様 75757575 4.44.44.44.4 70.670.670.670.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様 83838383 11.111.111.111.1 71.971.971.971.9 4444

3333 福岡  秀一  様福岡  秀一  様福岡  秀一  様福岡  秀一  様 93939393 19.919.919.919.9 73.173.173.173.1 9999

4444 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 89898989 15.415.415.415.4 73.673.673.673.6 8888

5555 本高  健一  様本高  健一  様本高  健一  様本高  健一  様 98989898 24.124.124.124.1 73.973.973.973.9 11111111

6666 香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様 85858585 8.08.08.08.0 77.077.077.077.0 6666

7777 森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様 84848484 6.86.86.86.8 77.277.277.277.2 5555

8888 田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 79797979 1.01.01.01.0 78.078.078.078.0 2222

9999 吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様 105105105105 26.726.726.726.7 78.378.378.378.3 17171717

10101010 福岡  亮介  様福岡  亮介  様福岡  亮介  様福岡  亮介  様 103103103103 24.424.424.424.4 78.678.678.678.6 16161616

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

初夢杯　（松・竹・梅）成績表初夢杯　（松・竹・梅）成績表初夢杯　（松・竹・梅）成績表初夢杯　（松・竹・梅）成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


