
H 31年 1月3日（木）H 31年 1月3日（木）H 31年 1月3日（木）H 31年 1月3日（木）

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 石崎  俊市  様石崎  俊市  様石崎  俊市  様石崎  俊市  様 83838383 11.411.411.411.4 71.671.671.671.6 7777

準優勝準優勝準優勝準優勝 横山  芳弘  様横山  芳弘  様横山  芳弘  様横山  芳弘  様 77777777 5.05.05.05.0 72.072.072.072.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様 80808080 7.87.87.87.8 72.272.272.272.2 4444

4444 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 2222

5555 藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様藤岡  敏郎  様 84848484 11.111.111.111.1 72.972.972.972.9 8888

6666 貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様 80808080 6.96.96.96.9 73.173.173.173.1 4444

7777 宮下  淳也  様宮下  淳也  様宮下  淳也  様宮下  淳也  様 79797979 5.25.25.25.2 73.873.873.873.8 2222

8888 秋元    茂   様秋元    茂   様秋元    茂   様秋元    茂   様 86868686 12.112.112.112.1 73.973.973.973.9 12121212

9999 久保  拓摩  様久保  拓摩  様久保  拓摩  様久保  拓摩  様 84848484 10.010.010.010.0 74.074.074.074.0 8888

10101010 川野  秀利  様川野  秀利  様川野  秀利  様川野  秀利  様 87878787 12.912.912.912.9 74.174.174.174.1 14141414

Ｂ組　参加人数 22名Ｂ組　参加人数 22名Ｂ組　参加人数 22名Ｂ組　参加人数 22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  利信  様宮下  利信  様宮下  利信  様宮下  利信  様 87878787 24.624.624.624.6 62.462.462.462.4 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 新村  順一郎  様新村  順一郎  様新村  順一郎  様新村  順一郎  様 85858585 18.718.718.718.7 66.366.366.366.3 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 秋永  賢一  様秋永  賢一  様秋永  賢一  様秋永  賢一  様 90909090 20.320.320.320.3 69.769.769.769.7 8888

4444 日高  龍一郎  様日高  龍一郎  様日高  龍一郎  様日高  龍一郎  様 86868686 15.815.815.815.8 70.270.270.270.2 2222

5555 肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様 98989898 26.426.426.426.4 71.671.671.671.6 18181818

6666 郷原  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様 87878787 14.814.814.814.8 72.272.272.272.2 3333

7777 守屋  俊藏  様守屋  俊藏  様守屋  俊藏  様守屋  俊藏  様 94949494 21.621.621.621.6 72.472.472.472.4 13131313

8888 上之段  博文  様上之段  博文  様上之段  博文  様上之段  博文  様 87878787 14.514.514.514.5 72.572.572.572.5 3333

9999 下茂    晃   様下茂    晃   様下茂    晃   様下茂    晃   様 88888888 14.314.314.314.3 73.773.773.773.7 6666

10101010 白坂  茂美  様白坂  茂美  様白坂  茂美  様白坂  茂美  様 107107107107 32.732.732.732.7 74.374.374.374.3 21212121

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

初夢杯　（Ａ・Ｂ）　成績表初夢杯　（Ａ・Ｂ）　成績表初夢杯　（Ａ・Ｂ）　成績表初夢杯　（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


