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Aブロック 

恥 �逼拳A・選手8 �所属 ��1 �2 �3 �騰卒 �I 

1 �八代醒　忠雄 �J �l崎重工　明石 � �葦 �沓 �み2 �f 
岩切　　　恵 �J �l繊重工　明石 

、2 �三崎　　憧敏 �兵庫県庁 ��∂ � �ユー �0／2 �5 
村上　　和典 �兵庫県庁 

3 � � ��3 �ヰ � �f／2 � 
客坂 豊田　利剣 �戸　フ 高砂クラブ 

Bブロック 

No �選手A・遺草8 �所属 �4 �5 �6 �7 �勝率 � 

4 �木下　憲介 生駒眞一郎 �加古川クラブ 姫路クラブ � �斗 �ヰ � �3′3 �′ 

5 �石井　　霜信 �宝塚クラブ �3 � �疎 �3 �／■乃 �ま 
機上　　量政 �宝珠クラブ 

6 �竹内　　俊二 �三木クラブ �／ �3 � �ぎ �¢／3 �キ 
大嶋　　　ま �三木クラブ 

7 �高瀬　善久 福田　借垂 �西脇クラブ 西脇クラブ �き �1 �室 � �／3 �こし 

Cブロック 

如 �選手A・義手8 �所属 �さ �○ �10 �11 �勝率 � 

8 �ヰ方　圭久 亭椅　幸久 �新日韓住金広畑 新日盛住金広畑 � �呈 � �葦 �ユ73 �ユ＋ 

9 �友藤　筆 前川　明男 �教友クラブ 教友クラブ � � �薮 �尋 �3′3 �f 

10 �竹中　　秀作 �関西電力兵庫 �f �′ � �ヰ �才／3 �5 
廉　　　芳夫 �姫路クラブ 

11 �丸山　　久雄 �清流クラブ �ロ � �ノ � �e／3 �キ 
鰭岡　　和平 �清流クラブ 

決勝 �リーグ 

No �選手A・選手B �所属 �A �B �e �鶉率 � 

A �相磯通知 �吊碩重工醇 � �皆 �ヰ �ヤ2 �′ 

B �イモ一班勺 �聞古・憫轟弼斬 �ロ � �ユ． �0／2 �3 

C �索敵思・！ �和声7号ナI �3 �ヰ � �／／2 �ユ＿ 
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恥 �選手A・選手B �所属 �1 �2 �3 �勝率 � �車も �恥 �選手A・選手8 �所属 �4 �＄ �8 �亘 �勝率 � 

1 �西村　　成一 �三木クラブ 西脇クラブ � �ヰ �葦 �ユ／2 �／ ��4 �吉井　　克己 �芦屋クラブ � �脊 �十 �窒 �ユノ1 �ユ 
農　　具一郎 ���������柾未　　秀夫 �芦屋タフプ 

2 �藤井　洋治即 �神戸山手クラブ 神戸松風クラブ �望 � �J‾｝丁、丸 ま �／／2 �ユー ��5 �網野　　利次 �垂水クラブ 垂水クラブ �蓋 � � �裟 �匝 ーノ：L �鳥 
木村　　清春 ������� ��■」■■■■拒態＝ ���� 

3 �　　′ 中川　康夫 �宝塚クラブ �ロ �⊥ � �0′2 �5 ��6 �大西　　敏正 �高砂クラブ �ヰ �瑛 � �を ��／ 
光女　　　達 �宝擾クラブ ��������大森　　荘司 �高砂クラブ 亡：l ���������　　苓人 言∴‡箋管　状 ��神戸山手クラブ �争、 � �‥き、け； � �二か象i 

優勝 �7 �薄紅阜 �諌軒瑚糾うで � 
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肋 �週芋Å・選手8 �所属 �1 �2 �3 �勝率 � �0号 ��No �選手A・選手8 ��所属 �4 �5 �8 �膿率 � 

1 �院去　　邦男 �東灘クラブ � �j �ヰ �／ノ2 �／ ���4 �高瀬　　干城 ��西脇クラブ � �β �ヰ �ナ／之 �↓＋ 
吉田　繍●郎 �芦産クラブ ���������大山　　芳屯 ��西脇クラブ 

2 �亡コ 西岡　良治 �西脇クラブ �ヰ � �ユー �／／2 �ゴ � � �5 �吾川　　　章 ��川崎重工　明石 �ヰ � � �斗2 �f 
内野　　洋次 �垂水クラブ ���������中西 �敏之 �神戸松風クラブ 

3 �伴野　　哲也 �加古川クラフ■ �′ �尊 � �／／2 �qL ���6 �尾崎　　　熟 ��東灘クラブ �／ �¢ � �β／2 �5 
内見　　　勇 �三菱重工高砂 ���������平沢　　光一 ��東灘クラブ 

十干巨・ぎー三十ユ J・あー7三・」 ������� ��� 
優勝 ��ぎ �あートヰ釣 ��ー粛脇勅諭 

j、F一七二一1
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柑0 �遡手A・選手β �所属 �1 �2 �8 �勝率 � 

1 �若林　　博之 �三木クラブ � �ン‘、号 �ギ �勾2 �／ 
中野　　雅文 �宝塚クラブ 

2 �大西　　　曇 �宝塚クラブ　、～ �こし � �′ �β／2 �∋ 
．暴㌻嘉敵兵 �湖西タラタ阜 

3 �田中　　一博 �姫路クラブ �プ � � �／／2 �⊥ 
西　　　昭借 �三木クラブ 


