
H 31年  1月 20日（日）H 31年  1月 20日（日）H 31年  1月 20日（日）H 31年  1月 20日（日）

Ａ組　参加人数  28名Ａ組　参加人数  28名Ａ組　参加人数  28名Ａ組　参加人数  28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 坂元 潤也  様坂元 潤也  様坂元 潤也  様坂元 潤也  様 76767676 9.39.39.39.3 66.766.766.766.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 神田 国義  様神田 国義  様神田 国義  様神田 国義  様 81818181 9.79.79.79.7 71.371.371.371.3 7777

3333 田中 俊實  様田中 俊實  様田中 俊實  様田中 俊實  様 81818181 9.59.59.59.5 71.571.571.571.5 7777

4444 松下 博海  様松下 博海  様松下 博海  様松下 博海  様 79797979 7.07.07.07.0 72.072.072.072.0 3333

5555 中川 正人  様中川 正人  様中川 正人  様中川 正人  様 80808080 7.97.97.97.9 72.172.172.172.1 5555

6666 谷本 親志  様谷本 親志  様谷本 親志  様谷本 親志  様 79797979 5.05.05.05.0 74.074.074.074.0 3333

7777 中原 憲男  様中原 憲男  様中原 憲男  様中原 憲男  様 87878787 11.811.811.811.8 75.275.275.275.2 15151515

8888 国生 卓也  様国生 卓也  様国生 卓也  様国生 卓也  様 81818181 5.45.45.45.4 75.675.675.675.6 7777

9999 川間 辰浩  様川間 辰浩  様川間 辰浩  様川間 辰浩  様 87878787 11.311.311.311.3 75.775.775.775.7 15151515

10101010 岩下 良春  様岩下 良春  様岩下 良春  様岩下 良春  様 89898989 13.113.113.113.1 75.975.975.975.9 20202020

Ｂ組　参加人数 29名Ｂ組　参加人数 29名Ｂ組　参加人数 29名Ｂ組　参加人数 29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 池端 高至  様池端 高至  様池端 高至  様池端 高至  様 87878787 17.917.917.917.9 69.169.169.169.1 2222

準優勝準優勝準優勝準優勝 栗脇 昭穂  様栗脇 昭穂  様栗脇 昭穂  様栗脇 昭穂  様 85858585 15.615.615.615.6 69.469.469.469.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 白坂 文夫  様白坂 文夫  様白坂 文夫  様白坂 文夫  様 90909090 20.120.120.120.1 69.969.969.969.9 5555

4444 新原 哲郎  様新原 哲郎  様新原 哲郎  様新原 哲郎  様 93939393 22.522.522.522.5 70.570.570.570.5 8888

5555 吉永 哲秀  様吉永 哲秀  様吉永 哲秀  様吉永 哲秀  様 99999999 28.128.128.128.1 70.970.970.970.9 18181818

6666 守屋 俊藏  様守屋 俊藏  様守屋 俊藏  様守屋 俊藏  様 93939393 21.221.221.221.2 71.871.871.871.8 8888

7777 渡口 重則  様渡口 重則  様渡口 重則  様渡口 重則  様 87878787 15.215.215.215.2 71.871.871.871.8 2222

8888 坂元   勇   様坂元   勇   様坂元   勇   様坂元   勇   様 98989898 25.225.225.225.2 72.872.872.872.8 17171717

9999 山下 幸男  様山下 幸男  様山下 幸男  様山下 幸男  様 95959595 21.921.921.921.9 73.173.173.173.1 11111111

10101010 坂元 龍夫  様坂元 龍夫  様坂元 龍夫  様坂元 龍夫  様 100100100100 26.826.826.826.8 73.273.273.273.2 19191919

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

三井調剤薬局杯（Ａ・Ｂ）　成績表三井調剤薬局杯（Ａ・Ｂ）　成績表三井調剤薬局杯（Ａ・Ｂ）　成績表三井調剤薬局杯（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


