
H31年 2月 24日（日）H31年 2月 24日（日）H31年 2月 24日（日）H31年 2月 24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 川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様 84848484 12.012.012.012.0 72.072.072.072.0 8888

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 86868686 13.913.913.913.9 72.172.172.172.1 14141414

3333 国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様 79797979 5.45.45.45.4 73.673.673.673.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 中垣内  春樹  様中垣内  春樹  様中垣内  春樹  様中垣内  春樹  様 85858585 11.211.211.211.2 73.873.873.873.8 11111111

5555 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 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様 81818181 6.86.86.86.8 74.274.274.274.2 4444

7777 外岩戸  晟士  様外岩戸  晟士  様外岩戸  晟士  様外岩戸  晟士  様 81818181 6.66.66.66.6 74.474.474.474.4 4444

8888 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 87878787 12.212.212.212.2 74.874.874.874.8 18181818

9999 田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様田中  優二  様 82828282 7.27.27.27.2 74.874.874.874.8 6666

10101010 廣田  常治  様廣田  常治  様廣田  常治  様廣田  常治  様 85858585 10.010.010.010.0 75.075.075.075.0 11111111

Ｂ組　参加人数 41名Ｂ組　参加人数 41名Ｂ組　参加人数 41名Ｂ組　参加人数 41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 西鍋  教幸  様西鍋  教幸  様西鍋  教幸  様西鍋  教幸  様 85858585 21.321.321.321.3 63.763.763.763.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 豊崎   隆  様豊崎   隆  様豊崎   隆  様豊崎   隆  様 87878787 19.319.319.319.3 67.767.767.767.7 2222

3333 石踊  恵子   様石踊  恵子   様石踊  恵子   様石踊  恵子   様 99999999 25.725.725.725.7 73.373.373.373.3 27272727

4444 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 24.624.624.624.6 73.473.473.473.4 22222222

5555 前田 稔廣  様前田 稔廣  様前田 稔廣  様前田 稔廣  様 91919191 17.017.017.017.0 74.074.074.074.0 4444

6666 浪瀬  亮祐  様浪瀬  亮祐  様浪瀬  亮祐  様浪瀬  亮祐  様 94949494 19.219.219.219.2 74.874.874.874.8 9999

7777 久木田 善一郎  様久木田 善一郎  様久木田 善一郎  様久木田 善一郎  様 90909090 14.614.614.614.6 75.475.475.475.4 3333

8888 若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様 93939393 17.517.517.517.5 75.575.575.575.5 8888

9999 郷原 千代子  様郷原 千代子  様郷原 千代子  様郷原 千代子  様 91919191 15.415.415.415.4 75.675.675.675.6 4444

10101010 徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様徳永  雅春  様 92929292 15.815.815.815.8 76.276.276.276.2 6666

西原商会杯　（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯　（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯　（Ａ・Ｂ）　成績表西原商会杯　（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


