
H 31年  3月 3日（日）H 31年  3月 3日（日）H 31年  3月 3日（日）H 31年  3月 3日（日）

松組　参加人数  20名松組　参加人数  20名松組　参加人数  20名松組　参加人数  20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 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 80808080 7.87.87.87.8 72.272.272.272.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様 91919191 18.118.118.118.1 72.972.972.972.9 8888

3333 野平  稔泰  様野平  稔泰  様野平  稔泰  様野平  稔泰  様 98989898 24.824.824.824.8 73.273.273.273.2 14141414

4444 有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様有野  幸男  様 81818181 7.77.77.77.7 73.373.373.373.3 2222

5555 小林  宗生  様小林  宗生  様小林  宗生  様小林  宗生  様 92929292 18.318.318.318.3 73.773.773.773.7 9999

6666 嶋田  芳博  様嶋田  芳博  様嶋田  芳博  様嶋田  芳博  様 93939393 18.818.818.818.8 74.274.274.274.2 12121212

7777 谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様 87878787 12.012.012.012.0 75.075.075.075.0 4444

8888 白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様白谷  和秋  様 89898989 13.913.913.913.9 75.175.175.175.1 7777

9999 岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様 88888888 12.512.512.512.5 75.575.575.575.5 6666

10101010 瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様 102102102102 26.026.026.026.0 76.076.076.076.0 16161616

竹組　参加人数  21名竹組　参加人数  21名竹組　参加人数  21名竹組　参加人数  21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 江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様 79797979 10.410.410.410.4 68.668.668.668.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様小脇  利幸  様 81818181 12.012.012.012.0 69.069.069.069.0 2222

3333 国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様 82828282 9.19.19.19.1 72.972.972.972.9 4444

4444 河野  新吾  様河野  新吾  様河野  新吾  様河野  新吾  様 82828282 7.57.57.57.5 74.574.574.574.5 4444

5555 白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様白山  正浩  様 84848484 9.59.59.59.5 74.574.574.574.5 7777

6666 国生  裕子  様国生  裕子  様国生  裕子  様国生  裕子  様 93939393 18.418.418.418.4 74.674.674.674.6 12121212

7777 森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様 83838383 8.48.48.48.4 74.674.674.674.6 6666

8888 香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様 85858585 10.310.310.310.3 74.774.774.774.7 9999

9999 渋谷  英史  様渋谷  英史  様渋谷  英史  様渋谷  英史  様 103103103103 25.625.625.625.6 77.477.477.477.4 19191919

10101010 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 93939393 15.515.515.515.5 77.577.577.577.5 12121212

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

秋元ガス杯(松・竹)　成績表秋元ガス杯(松・竹)　成績表秋元ガス杯(松・竹)　成績表秋元ガス杯(松・竹)　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


