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平成27年度百射会成績表

男　子　の　都 ����女子の部 

順位 �的中 �島　名 �支　部 �順位 �的中 �高　名 �支部 

1位 �97 �松田　自適 �熊　毛 �1位 �79 �野津貴子 �鹿　屋 

2位 �85 �福田俊幸 �飴　毛 �2位 �73 �下回泰子 �熊　毛 

3位 �83 �藤山　昌平 �姑　毛 �3位 �70 �坂元公子 �伊　佐 

4位 �81 �平田　岬 �誘　畠 �4位 �69 �輔　和子 �姶　良 

5位 �78 �鎌田　捕虜 �出‾‾水 �5位 �63 �i鶴田　佳奈 �鹿児島 

紀尊 �①参加者：212　名 ���5位 �63 �富海禦江 �lIl確 紀菖 �①参加者：95　名 ②表　彰；1位　賞状 ����⑨表　彰：1位　賞状 

トロフィー ����トロフィー 
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平成27年度 ����百射金　成 ��緯表　（男子の部） 

項目 支．部名 ��開催日 �参加 人員 �最高的中者 ��2　位 ��d　位 

料申 �氏　　名 �的中 �氏　　名 �的中 �氏　　名 

1 �鹿児島 �6．14（日） �10 �85 �奥田局中 �64 �水　溶幸 �54 �萩原無間 

2 �指　宿 �8，21（自） �11 �60 �有田　伸也 �52 �申自給椅 �46 �冨永敏夫 

3 �料　薩 �6．14（日） �5 �60 �西国祐一的 �51 �虹無　実 �50 �岩野慌蝕 

4 �高さつま �未実施 � � � � � � � 

5 �盲1憶 �7．5°12（日） �24 �67 �経口　聖矢 �64 �橋田戯 �55 �松売婁次 

6 �川　鵡 �7．1即日） �19 �73 �松滞　正人 �69 �原口　裕一 �65 �鬼塚雅行 

7 �出　水 �8．21（目） �17 �78 �能田　描磨 �71 �申出国正等 �70 �房村利膳 

8 �伊　壷 �7．20（祝） �7 �62 �向江秀仁 �59 �伊癌宮部 �58 �鳶嘱目政光 

9 �姶　良 �6．15（目） �22 �72 �柏木健二 �66 �窪田　昇 �64 �石井　匝樹 

10 �窮　鳥 �6．21〈日） �11 �81 �平田　帥 �57 �永田　塾 �55 �畠田　和範 

11 �臼　於 �6．1項目） �13 �70 �原口　健二 �87 �和田　大助 �el �痛ケ宇部正敏 

12 �鹿　置 �6．14（日） �8 �74 �原調陳 �70 �矢野直吉 �62 �米田富海 富原纂二 

13 �壷　毛 �8，14・21（日） �15 �97 �松田　自適 �85 �福田　優文 �83 �篠山　昌平 

14 �大　島 �6．14伯） �11 �67 �竹下　祭次 �＿　60 �迎　正宏 �56 �大石　華人 

15 �組之亀 � �13 �62 �中島偏光 �00 �賀春太部 野馳寛平 � � 

16 �沖永良部 �5，10・31（自） �18 �54 �野田　弘房 �48 �龍野観念 �44 �竹内充宙 西盛治 

17 �喜　界 �6，7〈日） �7 �5日 �冨岡　細則 �62 �市山茂 �40 �小械学 

紺 �� �212 � � � � � � 
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平成27年度 ����百射金　成 ��績轟　　く女子の部） 

項目 支鱒名 ��開催日　難 ��最高的申告 ��2　位 ��3　位 

的中 �氏　　　名 �的中 �氏　　名 �的中 �氏　　名 

1 �鹿児島 �6．14（日） �13 �63 �鶴田　佳奈 �54 �綿古文 �50 �福井美恵 木原線子 

2 �指　宿 �6，21〈自） �6 �62 �着日　ヒ日工 �49 �松本　和子 �18 �今奈良優美 

3 �高　雄 �6，14（目） �0 � � � � � � 

4 �酷さつま �未実施 � � � � � � � 

5 �日　置 �7．か12（日〉 �8 �31 �韓国　製寄 �28 �儒豊　高美子 �25 �餓秀フクミ 

6 �甲　薩 �7．10（日） �4 �63 �屯瀞禦江 �51 �永田知子 � � 

7 �＿鱒＿水 �6．21（日） �4 �44 �吉田　優子 �41 �山下沙弥香 �27 �蘇原愛子 

8 �伊　佐 �7．20〈祝） �4 �70 �坂元　公子 �58 �寮　章子 �34 �川頂∴友紀 

8 �姶　良 �6，15〈日） �13 �69 �森　和子 �64 �宮本利香 �50 �松永明紗害 

IO �窮　島 �6．21（層） �3 �31 �西田　ヨシヱ �18 �畠田　友希 � � 

Il �曽　於 �6．14〈目） �8 �40 �推村　想蕾 �47 �益浦　宏美 �38 �比良　笹子 

12 �諾確書目三 �6，1項目） �8 �79 �野津貴子 �58 �龍野キミ子 �53 �壁材恵美子 

13 �綿　毛 �6．14“21（日） �7 �73 �下璃泰子 �45 �松田　憲子 �41 �福本由業 平田三七号 

14 �大　島 �6．1祝日〉 �5 �48 �山下いずみ �37 �山田真由美 �35 �政由管制 

15 �徳之島 � �7 �48 �中島書織 �37 �竹園裏技 �28 �松村寮美子 

18 �沖永良部 �5．10，31（日） �5 �38 �山口　照代 �35 �高山希代 �30 �新屋裏由美 

17 �喜　界 �6．7（自） �0 � � � � � � 

計 �� �95 � � � � � � 
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