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恥 �濃事A・遇事8 �所属 �1 �2 �3 �農事 �� �十1 ����恥 �遥 �手A・邁 �手8 �所属 ����8 �○ �10 �11 �勝率 �� 

1 �川田　　　昇 �みなと銀行 � �肇 �う �り2 ��／ �����8 �高 山 �構 �覇寧 勝利 �東灘クラブ あすなろクラブ ���� �ユ �ユ �ユ �∂乃 ��今 
濃鰻　　賢二 �みなと銀行 �������十一　⊥　ク ������田 

2 �小谷　雅之 綴響　正志 �三本クラブ カネカ �ユ � �藩 �り2 ��ユ �����9 �高 幡 �谷 �克之 � �姫路アニマルス 線路アニマルズ ���蔑 � �3 �揚 �ユ／3 ��J＿ 

J ��� ���� 3 �岸本　　叢明 �高丘クラブ 纂丘クラブ �塞 �i � �／／2 ��5 �����10 �横 八 �田 兼 �浩之 雛 �緑蓉クラブ 濱心凌銭金 ����沓 �複 � �・擾 �み3 ��／ 

Tl �戸 倉 �適 量 �雄二 丘舅 �三菱暮工高砂 力え力 ����ノ擾 �j �∂ � �／乃 ��j 

馳 �選手A・遺筆B �所属 �4 �5 �8 �7 �譜睾 �� � �⊥援 

⑥ �� � � 

4 �仲井　聖 多良　壮－ �加古川クラブ′ 加古JHクラブ � �／■ �う �′ �¢ユ ��斗 ����伽 �遥 �手A・遥手8　　　所鷹　　　12　用14日乱筆 

5 �土居　　勇等 �澤心凌城会 淡路クラブ �越 � �怒 �凍 �翫 ��／ ����12 �絹 禰 �川　鍵‾今津クラブ　　　　′皐2／ 
阿部　　一生 ��������������元　　史垂加舌Jl ����lクラブ 

6 �日宇　　秀彦 �今津クラフ 今津クラブ �憲章 �β � �姦 �みき ��⊥ �琵 ���13 �平 瀬 �井　　複三木クラブ　　β　毒∴‾し－′／2 
泉　　　濠志 ��������������見　　浩司みなと �����銀行 ������ 

7 �標本　隆一 西端　健彦 �緑蕎タラ7 線蔭クラブ �モ ノ．た，∫ �I � � �／月 ��3 ����14 �引 �＿望　臨空慧璧三三三　　β　　♂′23 

ネ盈 �万　葛腎も　　空調〃うつむ 

優勝 ����／ユ �密 �射■翫海軒両脚 ������ 
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Aブロック 

恥 �選手A・選手8 �所属 �1 �2 �3 �謄婁 � 

1 �■■－ �今津クラブ 今津クラブ � �譲 �3 �／／2 �ユ 
楯脇　　鹿央 

2 �■■■■－　　　　　　－■■■ �垂水クラブ 垂水クラブ �β � �β �ク／2 �望 
′l‾rti　′7－－ 小島　独人 

3 �大塚　　暮彦 �神戸山手クラブ �譲 �疎 � �中之 �／ 
フ 

87■ロック 

恥 �遣手A・選手8 �所属 �4 �5 �8 �7 �勝率 �l 

4 �久安　　雄遭 �神戸山手クラブ � �／ �＿L �瑛 �／乃 �う 
菌井　　　寿 �神戸山手クラブ 

5 � � �礫 � �沓 �威 �ゴ／3 �／ 
籍宿　　睦亡 �　　フ 蔦丘クラブ 

6 �藤田　　霜雄 �市尼OBクラブ �4‡ �ユ � �瘡 �キ3 �ユ＿ 
松岡　　正樹 �帝展08クラブ 

7 �青戸　　理」 �ユニパークラブ �／ �／ �∂ � �ク／3 �4 
平田　　文彦 �ユニパークラブ 

Cブロック 

一帖 �選手A・選手8 �所属 ��8 �9 �10 �勝率 � 

8 �川上　　　博 �神戸山手クラブ �� �綴 �藩 �42 �／ 
稲子　　喜寿 �芦屋クラブ 

9 �尾崎　　卓史 �ユニバークラブ ��ゴ � �／ �¢2 �ま 
沈ヨ■■払絞 �ユニパークラブ 

柑 �辻元　　康人 �教友クラブ ��ゴ �季 � �／／2 �ユ． 
寺西　　勇司 �敦 �羞クラブ 

決勝 �リーグ � � � � � � 

伽 �遥宇A・灘手8 �所属 �A �B �C �勝率 � 

A �大嶽・約繹 �ク画材かかげ � �ゴ �ト．′ �／／2 �／ 

B �卸か裾宿 �珊呵卿絹加が �漆 � �∂ �／／2 �豊 

C �11l上・魂を �榔腐クラブ �′ �擾 � �／／2 �ユ 
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カ．クーダゝナ⊥

針キーワン－き

C．r一寸1十l

鵬 �裏手A・選手8 �所属 ��1 �Z �3 �勝率 �� �ユ　ヰ ����馳 �選手A・選手8 �所凛 �8 �■9 �10 �勝率 � 

1 �鈴木　　嚢之 �西脇クラブ �� �確 �‰ �キ2 ��／ �����8 �土井　　　徹 �兵書フレンドリークラブ � �ヰ �∂ �／／2 �J＿ 
安藤　　　鼻 �漬濃クラブ �������������屋脇　　隆弘 �兵慮フレンドリークラブ 

2 �光本　　科功 �三菱重工神戸 ��た � �R �∂／2 �� �����9 �岡崎　　　肇 �宝塚クラブ �♂ � �′ �∂／2 �5 
山苗　　　茂 �三菱重工袖声 �������������渡辺　　　患 �宝塚クラブ 

3 �横山　　勝彦 �東灘クラブ ��／ 3 �⑭ � �／′2 ��ユ �����10 �東　　　進－ �芦屋クラフ 西脇クラブ �ヰ �襟 � �ユノ2 �／ 
居　　　一 �篠山タフプ �������������守　　　重秀 

馳 �遥手A・選手8 �所属 ��■ �5 �¢ �7 �勝率 �� � � � �No �選手A・選手8 �所属 �11 �12 �13 �鶉率 � 

4 �舟拘　　敬浄 �冨曙クラフ �� �疎 �う �ユ �／乃 ��j ����11 �脇山　日俊男 �神戸山芋クラブ � �ヰ �疎 �斗之 �用 
専濠　　健二 �宝塚クラブ �������������l巳l亡＿■■■＿　　　　　　　熟■■■■ �▲J■一一111■＿三－ 

鯛i■■●l　　　　　　T■■亡■ �〟－■■■■■■事■　■「　■r　■「 

5 �北中　　　智 �神戸山手クラブ ��3 � �務 �‡ �／／3 ��今 ����12 �顎日　　章敏 �東灘クラブ �0 � �∂ �中之 �j 
加藤　　利墟 �神戸山手ク＿ラブ �������������田鹿　　忠明 �東灘クラブ 

6 �津車　　　力 �篠山夢牙7 ��遵 �う � �う �／乃 ��ユ、 �1 �� �13 �水谷　　　鍼 �清兼クラブ �3 �ヰ � �†／2 �ユ 
稲田　　漬彙 �三島 �幾多プ＿ ������������棲醸　　　造 �尼繊市役所 

7 �真野　哲男 糠康　宏次 �話芸芸富豪 ��ヰ �猿 �；、，孝 � �j／3 ��～ ���� 

優勝 ����沌 �吏・皆庫 �解り宥1線7亨で � 


