
H 31年 3月17（日）H 31年 3月17（日）H 31年 3月17（日）H 31年 3月17（日）

Ａ組　参加人数  45名Ａ組　参加人数  45名Ａ組　参加人数  45名Ａ組　参加人数  45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 歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様歌坂  廣文  様 86868686 13.713.713.713.7 72.372.372.372.3 16161616

準優勝準優勝準優勝準優勝 重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様重田  千尋  様 82828282 9.19.19.19.1 72.972.972.972.9 5555

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 5555

4444 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 85858585 12.012.012.012.0 73.073.073.073.0 13131313

5555 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 81818181 7.87.87.87.8 73.273.273.273.2 3333

6666 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 79797979 5.55.55.55.5 73.573.573.573.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

7777 江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様江口  政和  様 84848484 10.410.410.410.4 73.673.673.673.6 11111111

8888 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 89898989 15.315.315.315.3 73.773.773.773.7 22222222

9999 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 83838383 8.98.98.98.9 74.174.174.174.1 7777

10101010 中西  誠一  様中西  誠一  様中西  誠一  様中西  誠一  様 84848484 8.78.78.78.7 75.375.375.375.3 11111111

若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 79797979 2.82.82.82.8 76.276.276.276.2 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

B組　参加人数  43名B組　参加人数  43名B組　参加人数  43名B組　参加人数  43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 岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様岩元  清美  様 90909090 19.419.419.419.4 70.670.670.670.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 末吉  広行  様末吉  広行  様末吉  広行  様末吉  広行  様 95959595 22.222.222.222.2 72.872.872.872.8 7777

3333 三石  正人  様三石  正人  様三石  正人  様三石  正人  様 99999999 25.225.225.225.2 73.873.873.873.8 18181818

4444 永田    穣   様永田    穣   様永田    穣   様永田    穣   様 103103103103 28.328.328.328.3 74.774.774.774.7 30303030

5555 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 100100100100 25.225.225.225.2 74.874.874.874.8 20202020

6666 瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様 101101101101 26.026.026.026.0 75.075.075.075.0 23232323

7777 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 100100100100 24.924.924.924.9 75.175.175.175.1 20202020

8888 井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様井上  和三  様 98989898 22.522.522.522.5 75.575.575.575.5 16161616

9999 吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様吉永  哲秀  様 103103103103 27.327.327.327.3 75.775.775.775.7 30303030

10101010 坂下  哲也  様坂下  哲也  様坂下  哲也  様坂下  哲也  様 101101101101 25.225.225.225.2 75.875.875.875.8 23232323
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