
シニア男子60歳の部

A　ブロック 

No �選　手　名 �所　　　　属 ��1 �2 �3 �4 �勝・敗i順位 

6001 �吉野・東 �（大　阪） �蘭大阪ソフト 堺ソフト �　＼ �予 �之 �↓ � �t＼ 

6002 �福島・永井 �l（滋　賀） �旭化成 守山ソフト �ノ ／■ �　＼ �／ �シ � �来 

6003 �高瀬・生駒 �（兵　庫） �西脇クラブ 姫路クラブ �舜 �予 �　＼ �J � �／ 

6004 �中塚・木原 �（広　島） �広友会 �二／ �符 �■十 �　＼ � �、、、ラ 

B　ブロック

N　o �選　手　名 �所　　　　属 ��1 �2 �3 �4 �勝・敗 �順位 

6005 �常久・高田 �（岡山） （大阪） �岡山南高クラブ 吹田クラブ � �＋ �も �ヱ � �」 

6006 �岩田・田口 �（大　阪） �大正ソフト 大阪OB軟庭会 �／ � �l ㌔ �三 � �、ゴ 

6 � �（奈　良） �信貴クラブ 香芝クラブ � � � �〆㍉尺 � �メ 

6008 �三岳・刻元 �（広　島） �広島文化クラブ 海田クラブ �二 �＋⊥ �‡⊥ �　＼ � �ノ 

C　ブロック

No �選　手　名● �所　　　　属 ��1 �2 �3 �4 �勝′・敗 

6009 �新開・高原 �（徳島） （大阪） �永遠クラブ 八尾STC �　＼ �∴ �圭▲＿タ �⊥ � 

6010 �栄・真下 �（兵　庫） �神戸山手クラブ 宇津原 大阪OB軟度会 なにわクラブ �J �　＼ �／ �ご＋ � 

6011 �谷本・小森 �（大　阪） ��十 �√：句 �　＼ �・．j � 

6012 �堤下・阿部 �（大阪） （兵庫） �吹田クラブ 神戸山手クラブ �勾 �・■ �ィ句 �　＼ � 

ご 

ノ 

D　ブロック

Ⅳ0 �選　手　名 �所　　　　属 ��1 �2 �3 �4 �勝・敗 

6013 �福谷・直原 �（大阪） （広島） �箕面クラブ 広友会 �　＼ �＋ �■ �重 言 f � 

601■4 �綱島・成富 �（大　阪） �なにわクラブ 東大阪市ソフト �e �．＼ �エ �� 

6015 �白川・南 �（大　阪） �交野市ソフト �〆 �弟 �　＼ �i f � 

60 � �（岡山） （山口） �岡山両肩クラブ 下関白球会 � � �鵬 �〟 � 
一一・・‾＝≠kl．：一．ノ、∨＿ 
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シニア男子65歳の部

A　フ‾－ロック 

No �、軍　手　名 �所　　　　属 ��1 �2 �】 　3 �4 �勝・敗 �順位 

6501 �石川・岩本 �（静　岡） �富士ファミリー 静園クラブ �　＼ �（ヴ �鋸 �‡十1 � �／ 

6502 �石本・山元 �（滋　賀） �軒靡クヲヲ‾ 大津STA �L �　＼ �己フ �頂 � �もタ 

鱒03 �石川・吉田 �（京　都） �衣笠グララr‾ 二条クラブ �二プ �宣 �　＼ �何 � �こ 

6504 �閑・米田 �（大　阪） �茨木クラブ �／ �十十 �／ �　＼ � �ダ 

B　ブロック 

No �選　手　名 �所　　　　属 ��1 �2 �3 �4 （ �勝・敗 �順位 

6505 �高橋・福島 �（京都） （大阪） �城陽クラブ 吹田クラブ � �舛 �ゆ �（聖 � �／ 

6506 �西岡・大山 �（兵　庫） �西脇クラブ �／ �　＼ �／ �十王 � �つ ・、J 

6507 �岩佐・清永 �塁（滋　賀） �守山クラブ �′ �〔司 �　＼ �「 � �よ、 

6508 �松本・伊藤　　漂露i ��懲庭クラブ 大阪OB軟庭会 �。乙 �ノ／ ／ �／ �　＼ � �／冥二 

C　ブロック 
圭 No！選　手名 ��所　　　　属 ��1 �2 �3 �4 �勝・敗 �順位 

509 �福田・宮田 �（鳥取） （徳島） �久松クラブ 永遠クラブ �l＼ �の �■ �〔司 � �／ 

6510 �旭・平野 �（奈良） （大阪） �香芝クラブ 南大阪ソフト �／ �　＼ �＋〔 �ノ � �〆 

6511 �菊地．・長芋 �（大　阪） �豊平ソフト 大阪OB軟度会 �了 �■ �　＼ �愈 � �＿之 

6512 �守谷・朝倉 �（大阪） （兵庫） �吹田クラブ 河内長野ソフト �乞 �j �ユ＿ �　＼ � �、＿ブ 

D　ブロック 

加0 �選　手　名 �所　　　　属 ��1 �2 �3 �4 �勝・敗 �順位 

6513 �松原・呉　書く兵雷 ��青葉クラブ 西脇クラブ �　＼ �、タ �勺 �（弓 � �入エ 

6514 �大同・睦月 �（大　阪） �囁屋川市ソフト ≡東大阪市ソフト �舜 �　＼ �守 �ユ � �つ こ＿ブ 

6515 �公本・大谷 �（鳥取）要米子ソフト （広島）広島文化クラブ ��し �／〝 �　＼ �fフ � �＋ 

6516 �新山・吉田　　漂最壬願誓撃妄フト ���i 、う �鍔 �ヨ �　＼ � �／ 
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