
H31年 1月 6日（日）H31年 1月 6日（日）H31年 1月 6日（日）H31年 1月 6日（日）

Ａ組　参加人数  33名Ａ組　参加人数  33名Ａ組　参加人数  33名Ａ組　参加人数  33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 下茂    晃   様下茂    晃   様下茂    晃   様下茂    晃   様 81818181 14.314.314.314.3 66.766.766.766.7 7777

準優勝準優勝準優勝準優勝 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 7777

3333 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

4444 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

5555 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

6666 有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様 79797979 6.66.66.66.6 72.472.472.472.4 2222

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 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 2222

9999 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 79797979 5.15.15.15.1 73.973.973.973.9 2222

10101010 白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様 88888888 13.913.913.913.9 74.174.174.174.1 19191919

Ｂ組　参加人数 31名Ｂ組　参加人数 31名Ｂ組　参加人数 31名Ｂ組　参加人数 31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 久保    誠   様久保    誠   様久保    誠   様久保    誠   様 91919191 20.420.420.420.4 70.670.670.670.6 4444

準優勝準優勝準優勝準優勝 坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様坂東島  まゆみ  様 98989898 27.127.127.127.1 70.970.970.970.9 19191919

3333 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 19191919

4444 守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様守屋  ナルミ  様 91919191 18.818.818.818.8 72.272.272.272.2 4444

5555 秋永  賢一  様秋永  賢一  様秋永  賢一  様秋永  賢一  様 93939393 20.320.320.320.3 72.772.772.772.7 7777

6666 畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様 105105105105 31.931.931.931.9 73.173.173.173.1 28282828

7777 西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様西ノ原  文男  様 90909090 16.416.416.416.4 73.673.673.673.6 3333

8888 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 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

9999 山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様 89898989 15.215.215.215.2 73.873.873.873.8 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 98989898 24.124.124.124.1 73.973.973.973.9 19191919

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

かめ壺仕込焼酎　華奴杯　（Ａ・Ｂ）　成績表かめ壺仕込焼酎　華奴杯　（Ａ・Ｂ）　成績表かめ壺仕込焼酎　華奴杯　（Ａ・Ｂ）　成績表かめ壺仕込焼酎　華奴杯　（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


