
R2年  1 月 9日（木）R2年  1 月 9日（木）R2年  1 月 9日（木）R2年  1 月 9日（木）

参加人数  62名参加人数  62名参加人数  62名参加人数  62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 坂東島 和久  様坂東島 和久  様坂東島 和久  様坂東島 和久  様 77777777 8.48.48.48.4 68.668.668.668.6

準優勝準優勝準優勝準優勝 中山 勇一  様中山 勇一  様中山 勇一  様中山 勇一  様 77777777 8.48.48.48.4 68.668.668.668.6

3333 濱田 孝一  様濱田 孝一  様濱田 孝一  様濱田 孝一  様 87878787 16.816.816.816.8 70.270.270.270.2

4444 柿元 行男  様柿元 行男  様柿元 行男  様柿元 行男  様 92929292 21.621.621.621.6 70.470.470.470.4

5555 若松 和代  様若松 和代  様若松 和代  様若松 和代  様 74747474 3.63.63.63.6 70.470.470.470.4

6666 田原 博文  様田原 博文  様田原 博文  様田原 博文  様 79797979 8.48.48.48.4 70.670.670.670.6

7777 国生 卓也  様国生 卓也  様国生 卓也  様国生 卓也  様 79797979 8.48.48.48.4 70.670.670.670.6

8888 白山 正浩  様白山 正浩  様白山 正浩  様白山 正浩  様 78787878 7.27.27.27.2 70.870.870.870.8

9999 田中 敦子  様田中 敦子  様田中 敦子  様田中 敦子  様 94949494 22.822.822.822.8 71.271.271.271.2

10101010 川崎 源雄  様川崎 源雄  様川崎 源雄  様川崎 源雄  様 93939393 21.621.621.621.6 71.471.471.471.4

15151515 久永 好美  様久永 好美  様久永 好美  様久永 好美  様 81818181 8.48.48.48.4 72.672.672.672.6

20202020 岩下 純一  様岩下 純一  様岩下 純一  様岩下 純一  様 84848484 10.810.810.810.8 73.273.273.273.2

25252525 津留 軍治  様津留 軍治  様津留 軍治  様津留 軍治  様 88888888 14.414.414.414.4 73.673.673.673.6

30303030 国生 裕子  様国生 裕子  様国生 裕子  様国生 裕子  様 93939393 19.219.219.219.2 73.873.873.873.8

35353535 村山 文雄  様村山 文雄  様村山 文雄  様村山 文雄  様 96969696 21.621.621.621.6 74.474.474.474.4

40404040 濱口 博  様濱口 博  様濱口 博  様濱口 博  様 89898989 14.414.414.414.4 74.674.674.674.6

45454545 田原 一徳  様田原 一徳  様田原 一徳  様田原 一徳  様 91919191 15.615.615.615.6 75.475.475.475.4

50505050 川間 辰浩  様川間 辰浩  様川間 辰浩  様川間 辰浩  様 89898989 13.213.213.213.2 75.875.875.875.8

55555555 町田 真弓  様町田 真弓  様町田 真弓  様町田 真弓  様 100100100100 22.822.822.822.8 77.277.277.277.2

60606060 今村 正継  様今村 正継  様今村 正継  様今村 正継  様 94949494 13.213.213.213.2 80.880.880.880.8

Ｂ・Ｂ賞Ｂ・Ｂ賞Ｂ・Ｂ賞Ｂ・Ｂ賞 原口 剛  様原口 剛  様原口 剛  様原口 剛  様 104104104104 22.822.822.822.8 81.281.281.281.2

敢闘賞敢闘賞敢闘賞敢闘賞 日高 光治  様日高 光治  様日高 光治  様日高 光治  様 111111111111 28.828.828.828.8 82.282.282.282.2

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

木曜杯成績表木曜杯成績表木曜杯成績表木曜杯成績表




