
H31年  1月13日（日）H31年  1月13日（日）H31年  1月13日（日）H31年  1月13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 田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様田浦  栄吾  様 77777777 8.08.08.08.0 69.069.069.069.0 3333

準優勝準優勝準優勝準優勝 下仮屋  誠  様下仮屋  誠  様下仮屋  誠  様下仮屋  誠  様 81818181 11.711.711.711.7 69.369.369.369.3 9999

3333 宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様宮崎  秀光  様 84848484 13.713.713.713.7 70.370.370.370.3 16161616

4444 若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様若松  寛英  様 74747474 3.03.03.03.0 71.071.071.071.0 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

5555 川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様 85858585 13.913.913.913.9 71.171.171.171.1 21212121

6666 中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様 77777777 5.65.65.65.6 71.471.471.471.4 3333

7777 岩下  純一  様岩下  純一  様岩下  純一  様岩下  純一  様 84848484 12.112.112.112.1 71.971.971.971.9 16161616

8888 松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様松下  廣海  様 79797979 7.07.07.07.0 72.072.072.072.0 6666

9999 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 82828282 9.79.79.79.7 72.372.372.372.3 10101010

10101010 岡留  孝二  様岡留  孝二  様岡留  孝二  様岡留  孝二  様 80808080 7.47.47.47.4 72.672.672.672.6 8888

Ｂ組　参加人数 49名Ｂ組　参加人数 49名Ｂ組　参加人数 49名Ｂ組　参加人数 49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 竹之内  敦義  様竹之内  敦義  様竹之内  敦義  様竹之内  敦義  様 85858585 18.318.318.318.3 66.766.766.766.7 2222

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 104104104104 35.835.835.835.8 68.268.268.268.2 45454545

3333 橋口  貞伸  様橋口  貞伸  様橋口  貞伸  様橋口  貞伸  様 91919191 22.522.522.522.5 68.568.568.568.5 9999

4444 脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様脇田  光廣  様 83838383 14.314.314.314.3 68.768.768.768.7 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

5555 畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様畠中  裕幸  様 103103103103 31.431.431.431.4 71.671.671.671.6 42424242

6666 田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様田中  敦子  様 90909090 17.817.817.817.8 72.272.272.272.2 6666

7777 副島  美智子  様副島  美智子  様副島  美智子  様副島  美智子  様 102102102102 29.429.429.429.4 72.672.672.672.6 40404040

8888 渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様渡口  重則  様 88888888 15.215.215.215.2 72.872.872.872.8 3333

9999 隈本    亨   様隈本    亨   様隈本    亨   様隈本    亨   様 90909090 17.017.017.017.0 73.073.073.073.0 6666

10101010 肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様 100100100100 26.826.826.826.8 73.273.273.273.2 32323232

　　　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


