
ホールインワン 成績

1 かほく市高松 優勝の沙汰もワン次第 寺沢　喜美子 寺沢　又男 岩井　直行 8 238

2 かほく市高松 三七会 A 岡田　守 今　重信 梶　　嘉 4 239

3 かほく市外日角 ブルーハンター 山本　正二 西　昇 内潟　利夫 4 243

4 かほく市高松 芝で舞う熟女 桜井　泰子 浅野　葉子 三国　文子 5 252

5 かほく市二ツ屋 エース ストライカーズ 東谷　正巳 中嶋　四郎 東谷　真紀子 2 253

6 河北郡内灘町 ヤンチャーズ 中川　正人 中川　一民 田中　よし子 3 253

7 輪島市 琴ヶ浜 田中　敏雄 山本　健吉 榊　富士男 4 256

8 羽咋市 唐戸山クラブ 井上　邦光 中村　芳雄 稲荷　益夫 3 258

9 かほく市木津 中央クラブ 酒井　　修 水株　貞義 寺島ふみ子 2 259

10 羽咋郡志賀町 仲良しでしょ！ 上田　よし子 星野　孝男 向　レイ子 3 260

11 金沢市 南３銃士 野中　巧 三宅　順子 中村　信隆 4 261

12 珠洲市 珠洲まるかじり 濱田　和行 上田　清一 樋爪　一成 2 261

13 河北郡津幡町 津幡メッツ 川本　正明 東　恒俊 吉田　保 2 261

14 羽咋郡志賀町 志賀・熱盛 (あつもり) 榊原　功 梶　尚治 三原　久明 2 262

15 かほく市遠塚 遠塚フレンズ 桜吉　美智恵 中川　外喜子 塚本　洋子 3 262

16 鳳珠郡能登町 おおなみ・こなみ・さざなみ 仕明　哲 小倉　清子 仕明　子浪 2 262

17 能美市 能美G・G 中村　邦夫 松村　富士雄 山田　惇 3 263

18 輪島市 モロオカ 今岡　政治 山崎　茂 大泉　義則 3 263

19 河北郡内灘町 サンセット 横谷　隆行 下出　哲夫 中村　伊三男 3 263

20 かほく市長柄町 ドラゴン ファイヤー 川井　克巳 林　清春 西　美和子 2 264

21 かほく市高松 ちゃらんぽらん 元木　忠雄 沖野　正栄 沖野　雅弘 2 264

22 能美市 宮竹クラブ　B 片山　励子 本家　チエ 越山　よし子 3 265

23 かほく市七窪 七窪トリオGさん 市井　英夫 鈴木　敏徳 吉田　博 3 266

24 鹿島郡中能登町 中能登　赤トンボ 堀川　孝司 澤　久雄 澤　由紀枝 5 266

25 羽咋郡志賀町 コスモス志賀 板倉　ヒデ子 藤井　紀子 保　美代野 2 267

26 河北郡津幡町 津幡 ナンバー １・２・スリー 浅谷　義一 川原　勝明 坂井　安和 2 267

27 かほく市内日角 内日角ＳＫＳ 佐藤　勝 久保　憲治 佐藤　信子 3 267

28 かほく市内高松 モンキーズ 宮本　正次 吉岡　豊 北口　明 2 267

29 輪島市 男女滝クラブ 長井　恒治 大形　重康 中　幸雄 4 267

30 静岡県榛原郡吉田町静岡チーム　関本 関本　茂樹 丸山　昌浩 大石　千恵子 2 267

31 珠洲市 すずらん 大庭　眞優美 林　久二子 泉崎　利恵子 4 268

32 白山市 なんじゃもんじゃ 河端　秋由 古田　輝夫 徳田　すぎえ 3 269

33 鳳珠郡能登町 能登いかキング 岩崎　真一 河野　芳秀 畠屋　伸一 2 270

34 かほく市高松 入ったよ　ワン 林　枯都美 二口　紀美代 中田　陽子 2 270

35 かほく市高松 ３打と２打の会 森下　徳彦 小川　進洋 小山　義勝 3 271

36 鳳珠郡穴水町 ブルースカイ 穴水 岩崎　哲好 中村　のり子 中村　栄治 2 271

37 かほく市高松 ドッコイ ショット 坂本　孝彦 一宮　正次 坂口　昇平 1 271

38 かほく市高松 アサヒクラブ 間戸　正彦 多々見　邦次 青崎　広助 1 273

39 羽咋市 バカ殿と姫様 西村　春子 山下　みち子 西村　秀次 2 274

40 鹿島郡中能登町 中能登 太刀魚 神野　信行 岡部　みつ江 益野　陸朗 2 274

41 かほく市箕打 GG大好き 脇山　興美子 高市　みよ子 吉岡　美枝子 2 274

42 羽咋郡志賀町 志賀 フレンド 白山　正志 品川　恭子 白山　美栄子 2 275

43 金沢市 おとぼけクラブ 中村　敏雄 西尾　耕一郎 岩野　金次 4 275

44 羽咋郡宝達志水町 ナイスとラッキーと笑顔で・・・・土上　瑞恵 中村　律子 中川　八重子 2 276

45 羽咋郡志賀町 ヒヨコ 新田　政俊 山谷　一成 針原　博子 1 277

46 かほく市長柄町 Ｓ・Ｌ・Ｂ 藤井　由治 赤池　貞宏 浜中　栄一 2 277

47 かほく市高松 みんな元気よ 大木　芳男 竹原　恵津子 森　悦子 1 278

48 かほく市七窪 わだっこ 橋川　やつ子 虎谷　登喜子 北本　とし子 0 279

49 金沢市 金沢 青空クラブ 北嶋　清江 中川　千代子 高谷　春美 3 280

50 かほく市長柄町 モンスター 山口　克 桜井　茂 場合　正知 0 281
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