
H31年  2月 14日（木）H31年  2月 14日（木）H31年  2月 14日（木）H31年  2月 14日（木）

参加人数  67名参加人数  67名参加人数  67名参加人数  67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

優勝優勝優勝優勝 森     博嗣  様森     博嗣  様森     博嗣  様森     博嗣  様 80808080 10.810.810.810.8 69.269.269.269.2

準優勝準優勝準優勝準優勝 田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様田畑  洋一  様 74747474 3.63.63.63.6 70.470.470.470.4

3333 加治堀 敏郎  様加治堀 敏郎  様加治堀 敏郎  様加治堀 敏郎  様 84848484 13.213.213.213.2 70.870.870.870.8

4444 吉留  一幸  様吉留  一幸  様吉留  一幸  様吉留  一幸  様 90909090 19.219.219.219.2 70.870.870.870.8

5555 西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様 85858585 13.213.213.213.2 71.871.871.871.8

6666 重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様 88888888 15.615.615.615.6 72.472.472.472.4

7777 西山  寛美  様西山  寛美  様西山  寛美  様西山  寛美  様 82828282 9.69.69.69.6 72.472.472.472.4

8888 若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 76767676 3.63.63.63.6 72.472.472.472.4

9999 中山  勇一  様中山  勇一  様中山  勇一  様中山  勇一  様 76767676 3.63.63.63.6 72.472.472.472.4

10101010 立山  秀伸  様立山  秀伸  様立山  秀伸  様立山  秀伸  様 87878787 14.414.414.414.4 72.672.672.672.6

15151515 岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様岩下  良春  様 90909090 16.816.816.816.8 73.273.273.273.2

20202020 国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様 82828282 8.48.48.48.4 73.673.673.673.6

25252525 米澤  英昭  様米澤  英昭  様米澤  英昭  様米澤  英昭  様 109109109109 34.834.834.834.8 74.274.274.274.2

30303030 西村  正弘  様西村  正弘  様西村  正弘  様西村  正弘  様 95959595 20.420.420.420.4 74.674.674.674.6

35353535 川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様 86868686 10.810.810.810.8 75.275.275.275.2

40404040 上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様上村  正昭  様 89898989 13.213.213.213.2 75.875.875.875.8

45454545 川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様川崎  千穂  様 93939393 16.816.816.816.8 76.276.276.276.2

50505050 青木  佳子  様青木  佳子  様青木  佳子  様青木  佳子  様 85858585 8.48.48.48.4 76.676.676.676.6

55555555 弓削  弘和  様弓削  弘和  様弓削  弘和  様弓削  弘和  様 104104104104 26.426.426.426.4 77.677.677.677.6

60606060 田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様 95959595 16.816.816.816.8 78.278.278.278.2

Ｂ・Ｂ賞Ｂ・Ｂ賞Ｂ・Ｂ賞Ｂ・Ｂ賞 小浜  節子  様小浜  節子  様小浜  節子  様小浜  節子  様 104104104104 22.822.822.822.8 81.281.281.281.2

敢闘賞敢闘賞敢闘賞敢闘賞 町田  真弓  様町田  真弓  様町田  真弓  様町田  真弓  様 102102102102 20.420.420.420.4 81.681.681.681.6

木曜杯成績表木曜杯成績表木曜杯成績表木曜杯成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


