
H31年 2月 １1日（日）H31年 2月 １1日（日）H31年 2月 １1日（日）H31年 2月 １1日（日）

Ａ組　参加人数 39名Ａ組　参加人数 39名Ａ組　参加人数 39名Ａ組　参加人数 39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 80808080 12.112.112.112.1 67.967.967.967.9 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様 76767676 8.08.08.08.0 68.068.068.068.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様 80808080 6.86.86.86.8 73.273.273.273.2 3333

4444 郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様 87878787 13.313.313.313.3 73.773.773.773.7 17171717

5555 江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様 84848484 10.010.010.010.0 74.074.074.074.0 10101010

6666 貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様貴島  正治  様 82828282 7.97.97.97.9 74.174.174.174.1 6666

7777 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 84848484 9.79.79.79.7 74.374.374.374.3 10101010

8888 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 20202020

9999 山之口  稔  様山之口  稔  様山之口  稔  様山之口  稔  様 88888888 13.513.513.513.5 74.574.574.574.5 20202020

10101010 香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様 84848484 9.39.39.39.3 74.774.774.774.7 10101010

Ｂ組　参加人数 35名Ｂ組　参加人数 35名Ｂ組　参加人数 35名Ｂ組　参加人数 35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 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 84848484 15.615.615.615.6 68.468.468.468.4 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 中山  逸郎  様中山  逸郎  様中山  逸郎  様中山  逸郎  様 96969696 27.527.527.527.5 68.568.568.568.5 11111111

3333 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 84848484 15.215.215.215.2 68.868.868.868.8 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様石踊  恵子  様 96969696 27.127.127.127.1 68.968.968.968.9 11111111

5555 畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様 103103103103 31.431.431.431.4 71.671.671.671.6 27272727

6666 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 97979797 25.225.225.225.2 71.871.871.871.8 15151515

7777 島津  明子  様島津  明子  様島津  明子  様島津  明子  様 89898989 17.117.117.117.1 71.971.971.971.9 4444

8888 川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様 87878787 14.914.914.914.9 72.172.172.172.1 3333

9999 関    正広   様関    正広   様関    正広   様関    正広   様 90909090 15.815.815.815.8 74.274.274.274.2 5555

10101010 郷原  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様 90909090 15.415.415.415.4 74.674.674.674.6 5555

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

スリクソン杯　（Ａ・Ｂ）　成績表スリクソン杯　（Ａ・Ｂ）　成績表スリクソン杯　（Ａ・Ｂ）　成績表スリクソン杯　（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


