
ホールインワン 成績

1 かほく市遠塚 遠塚 塩本　則男 浅野　俊治 北川　見治 5 243

2 かほく市内高松 ミスターS・K・M 宮本　孔二 笠谷　博 桜井　弥三二 5 244

3 珠洲市 クイーン・ビー 加藤　政道 濱田　喜久次 宮下　和栄 7 250

4 かほく市浜北 浜北レッドマックス 西田　嘉幸 松居　猛 武田　英利 4 252

5 鹿島郡中能登町 三色だんご 平場　栄順 垣内田　清子 垣内田　惣助 4 252

6 かほく市内高松 とら　とうさん 谷口　敏 山本　義孝 竹中　幸夫 3 253

7 羽咋郡志賀町 カフェド・くっぺ 小門前　節子 梶　未枝子 矢萩　厚子 2 254

8 かほく市高松 トライアングル 西盛　工 長谷　順一 林　早苗 3 255

9 かほく市七窪 たちあおい 坂本　外志行 坂本　美智子 今村　外志夫 3 255

10 かほく市七窪 七窪サザンクロス 北本　和夫 裏野　弘義 福田　光男 3 256

11 羽咋市 朱鷺フレンズ 浅野　正則 白井　康雄 結城　八郎 4 256

12 かほく市高松 ピタット・ワン 白江　守 白江　秀代 松村　輝雄 3 257

13 輪島市 禅の里　もんちゃん 佃　利美 村口　よし子 佃　邦夫 4 258

14 羽咋郡宝達志水町 元気な３G(爺) 塩田　繁 中島　和夫 杉本　勇次郎 4 259

15 鹿島郡中能登町 中能登 さくら チーム 山口　照夫 坂井　信男 笹川　英治 2 259

16 鳳珠郡穴水町 根木Aチーム 大島　瑞夫 中西　晴夫 大島　洋子 6 259

17 羽咋郡志賀町 グッド フレンズ ジーバー 石田　幸子 蟹屋敷　辰次 木下　陽子 2 259

18 かほく市高松 山乃会 脇山　仁士 高田　進 竹中　外茂次 1 259

19 かほく市長柄町 イーストクラブ 中田　清 国田　外行 竹原　秀次 3 260

20 鳳珠郡能登町 能登いかクイーン 畠屋　珠美 亦木　栄子 岩崎　正美 3 261

21 珠洲市 上戸 やらしんかて!! 納谷　雅春 一宮　正三 谷内口　長治 1 262

22 鹿島郡中能登町 心露無バスターズ(ｺﾛﾅﾊﾞｽﾀｰｽﾞ) 蔵屋敷　良一 川畑　健一 笠間　重好 2 262

23 羽咋郡宝達志水町 オー ワンダブル 川畑　清志 寺下　清昭 上野　吉信 1 262

24 小松市 ＮＴＴ仲よし 中村　利忠 竹内　久恵 竹内　隆 3 263

25 かほく市箕打 瑞穂の会 宇野　順一 竹田　佳吾 蔵前　正三 2 264

26 河北郡津幡町 英田フレンズ (あがたふれんず) 中村　利徳 山﨑　美也子 林　昭治 0 266

27 かほく市高松 三七会 D 山本　明 竹田　求 沖野　時男 3 267

28 白山市 ダイヤモンド獅子吼 村田　一夫 佐藤　政子 小中　徹 3 267

29 羽咋市 羽咋UFO倶楽部 平岡　精一 西村　喜久雄 新屋　茂 3 268

30 かほく市高松 グランド・F・M 蔵谷　守 宮本　瑞江 坂井　久美代 3 268

31 かほく市宇気 赤とんぼ 畠中　政治 高井　一也 柴田　茂 1 268

32 かほく市大崎 ツブゾロイ 山名田　和文 喜綿　茂則 小村　進 1 268

33 かほく市白尾 白尾愛好会 坂野　早苗 田中　義信 岩佐　英文 2 268

34 鹿島郡中能登町 不動の滝 高橋　重徳 田中　隆行 泉　清 2 269

35 金沢市 狙え⓵(いちまる) 福本　淳子 新　外志夫 笠松　春夫 2 269

36 珠洲市 ダンディ259 浜田　聡 増井　誠二 梶　武夫 3 270

37 能美市 宮竹クラブ　A 東　久子 木下　治夫 甲賀　裕一 3 270

38 羽咋郡志賀町 志賀浦ダンディーズA 西田　勲 塚田　俊幸 北口　顕照 0 272

39 かほく市高松 高松３６会 東　和代 本多　博則 沖野　守二 1 274

40 羽咋郡宝達志水町 パプリカチーム 定免　忠明 荻野　里美 松田　博 3 274

41 かほく市木津 なすびと花 黒川　辰美 黒川　三郎 向江　照雄 2 275

42 金沢市 ちーむどんどん 吉井　文子 浦田　勇 中瀬　久子 2 275

43 河北郡津幡町 そこ打てワン⓵ワン⓵ 辰巳　進一 吉川　久恵 鷹田　章子 3 275

44 かほく市谷 谷アイリス 本多　勇 藤島　秀樹 高畠　秋雄 0 275

45 輪島市 トライアングル 山田　恵美子 岩中　政雄 小森　共子 3 276

46 白山市 もみじマーク 吉村　睦子 田中　喜恵子 山根　明子 2 277

47 羽咋郡志賀町 志賀どんぐり 山田　正春 白山　彦一 藤田　好博 3 277

48 かほく市内日角 １姫２太郎 木村　恒治 北瀬　和正 丸川　須美与 2 282

49 羽咋郡宝達志水町 仲良し爺３（なかよしじいさん） 中川　勉 中村　登 杉本　憲弘 1 283

50 河北郡津幡町 ウーマン３ 松本　志代 河岸　美枝子 向　富美子 2 283
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