
H30年  1月14日（日）H30年  1月14日（日）H30年  1月14日（日）H30年  1月14日（日）

Ａ組　参加人数 44名Ａ組　参加人数 44名Ａ組　参加人数 44名Ａ組　参加人数 44名

グロスグロスグロスグロス HDHDHDHD ネットネットネットネット グロス順グロス順グロス順グロス順

優勝優勝優勝優勝 谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様 76767676 6.06.06.06.0 70.070.070.070.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 中垣内  英樹  様中垣内  英樹  様中垣内  英樹  様中垣内  英樹  様 77777777 6.06.06.06.0 71.071.071.071.0 3333

3333 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 83838383 11.011.011.011.0 72.072.072.072.0 7777

4444 中垣内  春樹  様中垣内  春樹  様中垣内  春樹  様中垣内  春樹  様 84848484 11.811.811.811.8 72.272.272.272.2 10101010

5555 中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様 76767676 2.52.52.52.5 73.573.573.573.5 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

6666 郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様郷原  秀人  様 86868686 12.112.112.112.1 73.973.973.973.9 19191919

7777 西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様西尾  淳子  様 86868686 11.711.711.711.7 74.374.374.374.3 19191919

8888 田畑  清實  様田畑  清實  様田畑  清實  様田畑  清實  様 88888888 13.713.713.713.7 74.374.374.374.3 29292929

9999 市來  光男  様市來  光男  様市來  光男  様市來  光男  様 83838383 7.47.47.47.4 75.675.675.675.6 7777

10101010 久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様久永  好美  様 85858585 8.98.98.98.9 76.176.176.176.1 14141414

Ｂ組　参加人数 38名Ｂ組　参加人数 38名Ｂ組　参加人数 38名Ｂ組　参加人数 38名

グロスグロスグロスグロス HDHDHDHD ネットネットネットネット グロス順グロス順グロス順グロス順

優勝優勝優勝優勝 村上  真理  様村上  真理  様村上  真理  様村上  真理  様 80808080 15.315.315.315.3 64.764.764.764.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 金沢  隆志  様金沢  隆志  様金沢  隆志  様金沢  隆志  様 92929292 22.522.522.522.5 69.569.569.569.5 4444

3333 福岡  秀一  様福岡  秀一  様福岡  秀一  様福岡  秀一  様 94949494 23.123.123.123.1 70.970.970.970.9 10101010

4444 畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様 104104104104 33.033.033.033.0 71.071.071.071.0 30303030

5555 関    正広   様関    正広   様関    正広   様関    正広   様 87878787 15.415.415.415.4 71.671.671.671.6 2222

6666 隈本    亨   様隈本    亨   様隈本    亨   様隈本    亨   様 90909090 17.617.617.617.6 72.472.472.472.4 3333

7777 松園  忠康  様松園  忠康  様松園  忠康  様松園  忠康  様 94949494 20.320.320.320.3 73.773.773.773.7 10101010

8888 石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様石踊  二矢  様 97979797 23.323.323.323.3 73.773.773.773.7 22222222

9999 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 101101101101 27.027.027.027.0 74.074.074.074.0 27272727

10101010 楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様楠田  綾子  様 95959595 20.520.520.520.5 74.574.574.574.5 15151515

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

エヌ・エム九州杯　（Ａ・Ｂ）　成績表エヌ・エム九州杯　（Ａ・Ｂ）　成績表エヌ・エム九州杯　（Ａ・Ｂ）　成績表エヌ・エム九州杯　（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


