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屈o �選手A・選手B �所属 �1 �2 �3 �鴇率 �可 �! ∴∴ ��持o �選手A・選手8 �所属 �4 �5 �6 �了 �韻事 �瀬〈・ 

1 �淫辺　　茂広 �神戸山手クラブ � �ユ_ �ゴ �ク2 �3 ���4 �議団∴∴∴洋 �加古川クフブ � �哲 �/ �I �!3 �3 
爵聴∴∴譲幸 �東灘クラブ ���������仲井　　　聖 �加古川クラブ 

2 �横田　　浩之 �縁露クラブ �ぼ � �ゴ �I2 �」」 ( ���15 �門膣　　謡樹 �昆陽クラブ �て � �「) ∵: �: iや �D3 � 
へ木　　　誠 �淳心凌城会 ������ � ��田原　　碩之 �昆陽クラブ ������ 

3 �/ 戸越∴∴娃二 �　三賞.裏手 三菱蔑工南砂 �皆 �巨 � �ユ2 �I ���6 �絹本　　陸- �〇線商クラブ �璃 �盆 � �D �ユー3 �二し 
舛賀　　正志 �カネカ ���������重篤　　健彦 �識語クラブ ′lニ.ヽ ��� � � � � ���I �福永　斌告 石臼　霞嗣 �l淡路クラブ 淡路クラブ �韻 �玲 �鰐 � �占′3 �I 

松鶉 ��j �:阜∴当阜 �三覆出納、・力袖 � � � � � � 
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石田擁　卵坤7沖

選手A・選手3

西麓クラブ
垂水クラブ
商会台クラブ

善佐　　　昇
宝塚クラブ
宝塚クラブ

選手A・逆手B

教友クラ
教友クラ
縫野クラ
熊野タラ
横山クラ
横山クラ

選手A・選手B

萬丘クラブ
みなと銀行
淡路クラブ
淡路クラブ
神戸山手クラブ
稗戸山手クラブ

† 」」 �‖0 �逆手A・選手B �所属 �10 �11 �12 �誘電 �強記 
10 �笹郡　幸- 宙魁∴∴保夫 �今津クラブ 今津クラブ � �齢 �降 �エ2 �I 

11 �綿関　連 関琵∴∴昌二 �猿山クラブ 宝塚クラブ �ユ � �㊨ �I2 �ヰ 

12 �尾崎　岳史 融個∴∴轄彦 �ユニパークラブ ユニバークラブ �記 �3 �! �ク2 �、う) 

直幸木村 名呼7ナナ
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層o �選手A・選手B �所属 �l �2 �3 �珍事 ��可 �占、争 �����申選手A・漣B ��所属 �8 �9 ��)0 �湊三雲 �車 

1 �鷺山　日優男 額田　和昌 �神戸山手クラブ 加古川クラブ � �拝 �曾 �12 ��! ������　　　忍 8離　網 ��補戸山手クラブ 高砂クラブ �缶 ���C �仁2 � 

2 �蔦、 鈴木　敏隆 越山暫次郎 �稗声山手クラブ 神戸山手クラブ �] �¥ �⊥ �0.2 ��J ������9鮨　秀鰯雲欝繋 ���主 � ��t? �β2 �J 

3 �光本　租功 山番 �三菱重工稗戸 二憂箋工神戸 �年 �葛 � �(2 ��ユ_ ������10 �籠　認諾葬ヲ ����� �ユ之 �/ 
I文_　_岬 �������������� 

栂0 �選手A・選手8 �所属 �4 �う �6 �了 �読手 ��薫く・- �lヽ �∴∴ �� 

4 �締慄　宏次 東　進- �高丘クラブ 雲屋クラブ � �缶 �3 �禽 �⊥3 ��こし �� � ��両手A・露8 ��所属 �1I ��12 �13 �窮埜 �頼信 

5 �鳥居　　　冶 �戸ミ 熊山クラブ �I � �l �争 �!3 ��も �����五井上　宏明霹丘クラブ ��� �� ���I 
絹川　　‾　‾ �曇1クラブ ������������! �手酌=　　明男恵丘クラブ 

6 �遜藤∴∴信彦 北浦　祐‾ �神戸山手クラブ 龍野クラブ �ノ令 �奮 � �範 �33 ��I �����　　　博 12憶　幸生 ��語樗第十I ���N缶′ ��/2 �⊥ 

了 �′ 石井　譲信 機上　遜政 �宝塚クラブ 宝塚クラブ �¥:∴一 0 �⊥ �ユ � �中年 �������13 �蒜　霞謹票第号　阜 ����⊥N ��a2 �坤 

蝉　出道轟持轟繭耕綾也 



Aフロック
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Cブロック

討o �選手A・逆手8 �( i所属 �l l �中 �嫁雲 �可 

』 �籍方　　董久 �日本製鉄広姻 � �I息 �I2 �こし 
幸崎　　幸久 �日本製鉄広姻 

2 �三時　　恒敏 �兵庫紫庁 �缶 �N劃し2 ��l 
村上　　和典 �兵庫県庁 

3 �野村　　義範 �垂水クラブ �ゴ �1No2 ��j 
森∴∴∴寛人 �プロサーブ 

母o �選手A・逆手8 �所属 �4 I �∴ �持寮 �疎く・ 

4 �八代醒　忠樵 �萬丘クラブ � � �⊃-2 �I 
岩明　　　恵 �語丘クラブ 

5 �高木　　和彦 �芦屋クラブ �n �蜜 �I2 �ェ_ 
頓国　　事敏 �東灘クラブ �レ 

6 �竹内　　俊二 �三木クラブ �口 �lN �C2 �j 
大場　　　潔 �茜総クラブ 

討0 �逆手A・選手B �所属 �7 �8 �合 �鵠牽 �幸 

了 �木下　　雷介 �加古川クラブ � �奮 �∴与 �⊥2 �i 
生駒I轟一郎 �姫諮クラブ 

8 �嵐頼∴∴善久 �西脇クラブ �ユ � �紫 �上2 �⊥ 
福田　　信幸 �西脇クラブ 

9 �板東　　栄- �市尼OBクラブ �j �I � �0/2 �j 
丸山　　久幾 �清流クラブ 

決勝 �リーグ � � � � � � 

五〇 �逆手A・返事8 �所属 �A �B �C �勝車 �頓I、′ 

A �三嶋・姉上 �釆耕,寿 � �l �牽 �I2 �.ゝ, 

B �八時線海空 �素血ワうナi �蜜 � �缶 �」」で之 �/ 

圭C �木下・弱匂 �如、事か磁鵜予 �3 �j � �`　2 �よ 

シニア男子70

No �選手A・選手8 �所属 �1 �2 �3 �匡 �可 � �No �選手A・選手B �所属 �4 �5 �○ �拐幸 � 

享1 �中茜　　敏之 �闇戸松風クラブ � �垂 �雀 �⊥2 �ll �c　奇 �4 �中川　　靡夫 �宝塚クラブ � �蜜 �/ �/′2 �⊥ 木村　　諦壱 �神声松風クラブ ��������内野　　洋次 �重水クラブ ���0 

2 �爵瀬　　千載 �蚕勝クラブ �0 � �0 �ク2 �ゴ ��巨 �大家　　荘司 �高砂クラブ �子ヽ l’¥ � �∴∴∴ �∂12 �主 
大山　　芳招 �茜脇クラブ ��������市原∴∴薮也 �加古川クラブ 

3 �吉川　　　電 �裔丘クラブ �0 �棄 � �I "i2 �ユ_ ��申 �呉∴∴晃一郎 �茜職クラブ �怠 �陣 � �エ2 �l 
笹田　　匡彦 �姪鈴クラブ ��������茜神　　威- �三木クラブ �蜜ノ 

煙霧 �も �峯・函挿 �謝緋-・巧華子 � � � � � 
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申込が2ベアの為不成立


