
当選番号一覧

賞品 選手 当選番号 ボール 堀内　恒夫 817 ボール GG　佐藤 1283 ボール 大引　啓次 1476 ボール 村田　兆治 2172

ボール 長谷川　昌幸 18 ボール 定詰　雅彦 822 ボール 本間　満 1284 ボール 井川　慶 1477 ボール 達川　光男 2207

グローブ 谷沢　健一 19 ボール 長谷川　昌幸 828 ボール 堀内　恒夫 1285 ボール 加藤　秀司 1491 ボール 上園　啓史 2209

ボール 松永　浩美 62 バット 吉村　裕基 834 バット 上園　啓史 1286 ボール 鈴木　尚広 1498 ボール 谷沢　健一 2210

バット 石毛　博史 96 ボール 赤堀　元之 837 ボール 石毛　博史 1288 バット 大引　啓次 1506 ボール 長谷川　昌幸 2222

ボール 鈴木　健 108 ボール 長谷川　昌幸 838 ボール 井川　慶 1291 ボール 赤堀　元之 1527 ボール 谷沢　健一 2294

バット 長谷川　昌幸 113 ボール 谷沢　健一 900 ボール 本間　満 1293 ボール GG　佐藤 1546 ボール 村田　兆治 2296

グローブ 鈴木　健 117 ボール 堀内　恒夫 907 ボール 堀内　恒夫 1295 ボール 吉村　裕基 1556 ボール GG　佐藤 2302

ボール 赤堀　元之 118 ボール 達川　光男 908 グローブ 長谷川　昌幸 1296 ボール GG　佐藤 1557 ボール 本間　満 2303

ボール 鈴木　尚広 123 ボール 石毛　博史 910 ボール 松永　浩美 1300 ボール 大引　啓次 1726 バット 加藤　秀司 2306

バット 鈴木　健 136 ボール 吉村　裕基 913 グローブ 赤堀　元之 1313 グローブ 石毛　博史 1727 グローブ 上園　啓史 2307

ボール 上園　啓史 143 ボール 井川　慶 999 グローブ 井川　慶 1382 特大ボール 全選手 1802 ボール 大引　啓次 2314

ボール 加藤　秀司 145 グローブ 定詰　雅彦 1057 ボール 柴原　洋 1411 ボール 柴原　洋 1836 ボール 大引　啓次 2318

ボール 上園　啓史 301 グローブ GG　佐藤 1077 グローブ 大引　啓次 1412 ボール 石毛　博史 1845 ボール 吉村　裕基 2320

ボール 達川　光男 303 ボール 鈴木　健 1081 ボール 松永　浩美 1414 ボール 鈴木　尚広 1847

ボール GG　佐藤 304 ボール 長谷川　昌幸 1082 ボール 加藤　秀司 1417 ボール 井川　慶 1848

ボール 谷沢　健一 305 ボール 石毛　博史 1092 グローブ 堀内　恒夫 1419 バット 赤堀　元之 2004

バット 達川　光男 307 ボール 村田　兆治 1122 ボール 井川　慶 1426 バット 藤田　宗一 2005

ボール 藤田　宗一 566 ボール 加藤　秀司 1127 グローブ 柴原　洋 1427 グローブ 松永　浩美 2017

ボール 柴原　洋 574 バット 本間　満 1128 ボール 鈴木　健 1431 ボール 達川　光男 2021

ボール 赤堀　元之 576 グローブ 藤田　宗一 1129 ボール 藤田　宗一 1435 ボール 上園　啓史 2047

ボール 長谷川　昌幸 577 ボール 定詰　雅彦 1132 ボール 村田　兆治 1436 バット GG　佐藤 2048

ボール 石毛　博史 578 ボール 柴原　洋 1153 ボール 赤堀　元之 1438 ボール 谷沢　健一 2059

グローブ 鈴木　尚広 580 バット 堀内　恒夫 1160 グローブ 村田　兆治 1439 ボール 大引　啓次 2062

ボール 定詰　雅彦 582 ボール 鈴木　尚広 1161 ボール GG　佐藤 1440 グローブ 達川　光男 2064

ボール 達川　光男 583 ボール 本間　満 1183 ボール 鈴木　尚広 1444 ボール 堀内　恒夫 2071

ボール 上園　啓史 584 ボール 井川　慶 1185 バット 定詰　雅彦 1447 ボール 定詰　雅彦 2072

ボール 鈴木　健 641 ボール 松永　浩美 1197 ボール 谷沢　健一 1449 ボール 定詰　雅彦 2085

ボール 大引　啓次 744 バット 村田　兆治 1198 ボール 達川　光男 1455 グローブ 吉村　裕基 2086

ボール 藤田　宗一 745 ボール 藤田　宗一 1220 ボール 柴原　洋 1457 バット 谷沢　健一 2107

ボール 堀内　恒夫 758 ボール 上園　啓史 1230 バット 井川　慶 1464 ボール 藤田　宗一 2108

バット 鈴木　尚広 759 ボール 柴原　洋 1252 ボール 鈴木　健 1467 グローブ 本間　満 2109

バット 柴原　洋 765 ボール 吉村　裕基 1253 ボール 吉村　裕基 1468 バット 松永　浩美 2116

ボール 村田　兆治 801 ボール 加藤　秀司 1257 ボール 鈴木　健 1469 ボール 定詰　雅彦 2121

ボール 松永　浩美 809 ボール 本間　満 1258 ボール 松永　浩美 1470 ボール 吉村　裕基 2125

ボール 村田　兆治 810 ボール 藤田　宗一 1270 ボール 赤堀　元之 1471 グローブ 加藤　秀司 2136

ボール 加藤　秀司 813 ボール 鈴木　尚広 1280 ボール 本間　満 1474 ボール 石毛　博史 2168


