
Ｈ 30年  3月 11日（日）Ｈ 30年  3月 11日（日）Ｈ 30年  3月 11日（日）Ｈ 30年  3月 11日（日）

Ａ組　参加人数 47名Ａ組　参加人数 47名Ａ組　参加人数 47名Ａ組　参加人数 47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 川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様川﨑  光文  様 84848484 15.515.515.515.5 68.568.568.568.5 8888

準優勝準優勝準優勝準優勝 田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様 79797979 9.79.79.79.7 69.369.369.369.3 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

3333 栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様栗脇  昭穂  様 86868686 13.713.713.713.7 72.372.372.372.3 12121212

4444 谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様谷本  親志  様 80808080 7.47.47.47.4 72.672.672.672.6 2222

5555 村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様 88888888 15.415.415.415.4 72.672.672.672.6 20202020

6666 郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様郷原  敏治  様 86868686 13.013.013.013.0 73.073.073.073.0 12121212

7777 中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様中原  憲男  様 85858585 11.911.911.911.9 73.173.173.173.1 10101010

8888 香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様香妻  尚樹  様 82828282 8.78.78.78.7 73.373.373.373.3 5555

9999 坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様坂東島  和久  様 85858585 11.211.211.211.2 73.873.873.873.8 10101010

10101010 国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様国生  卓也  様 82828282 7.97.97.97.9 74.174.174.174.1 5555

Ｂ組　参加人数  39名Ｂ組　参加人数  39名Ｂ組　参加人数  39名Ｂ組　参加人数  39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 前原  盛男  様前原  盛男  様前原  盛男  様前原  盛男  様 95959595 24.524.524.524.5 70.570.570.570.5 6666

準優勝準優勝準優勝準優勝 石村  盛郎  様石村  盛郎  様石村  盛郎  様石村  盛郎  様 102102102102 31.031.031.031.0 71.071.071.071.0 24242424

3333 楯林  義寛  様楯林  義寛  様楯林  義寛  様楯林  義寛  様 91919191 19.419.419.419.4 71.671.671.671.6 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 福岡  幸二  様福岡  幸二  様福岡  幸二  様福岡  幸二  様 99999999 25.825.825.825.8 73.273.273.273.2 15151515

5555 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 101101101101 27.527.527.527.5 73.573.573.573.5 20202020

6666 吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様吉國  重光  様 93939393 18.318.318.318.3 74.774.774.774.7 3333

7777 若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様若松  弘子  様 92929292 17.117.117.117.1 74.974.974.974.9 2222

8888 山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様 93939393 17.517.517.517.5 75.575.575.575.5 3333

9999 西鍋  教幸  様西鍋  教幸  様西鍋  教幸  様西鍋  教幸  様 97979797 21.421.421.421.4 75.675.675.675.6 9999

10101010 郷原  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様郷原  千代子  様 93939393 17.117.117.117.1 75.975.975.975.9 3333

アップル車検鹿屋店 久永ボデー杯　成績表（Ａ・Ｂ）アップル車検鹿屋店 久永ボデー杯　成績表（Ａ・Ｂ）アップル車検鹿屋店 久永ボデー杯　成績表（Ａ・Ｂ）アップル車検鹿屋店 久永ボデー杯　成績表（Ａ・Ｂ）

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名



 


