
H31年 2月17日（日）H31年 2月17日（日）H31年 2月17日（日）H31年 2月17日（日）

Ａ組　参加人数 30名Ａ組　参加人数 30名Ａ組　参加人数 30名Ａ組　参加人数 30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 中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様中島  裕二  様 75757575 5.15.15.15.1 69.969.969.969.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

準優勝準優勝準優勝準優勝 神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様神田  国義  様 80808080 9.19.19.19.1 70.970.970.970.9 5555

3333 森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様森    博嗣   様 79797979 7.37.37.37.3 71.771.771.771.7 2222

4444 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 2222

5555 山下    保   様山下    保   様山下    保   様山下    保   様 79797979 5.85.85.85.8 73.273.273.273.2 2222

6666 岩下  純一  様岩下  純一  様岩下  純一  様岩下  純一  様 85858585 11.611.611.611.6 73.473.473.473.4 12121212

7777 岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様岡留  洋治  様 85858585 11.311.311.311.3 73.773.773.773.7 12121212

8888 谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様谷    伸男   様 83838383 8.78.78.78.7 74.374.374.374.3 7777

9999 川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様川崎  源雄  様 89898989 13.913.913.913.9 75.175.175.175.1 20202020

10101010 渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様渡口    敏   様 85858585 9.89.89.89.8 75.275.275.275.2 12121212

Ｂ組　参加人数  33名Ｂ組　参加人数  33名Ｂ組　参加人数  33名Ｂ組　参加人数  33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 肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様肥後  正信  様 93939393 26.826.826.826.8 66.266.266.266.2 7777

準優勝準優勝準優勝準優勝 久永    貢   様久永    貢   様久永    貢   様久永    貢   様 95959595 24.824.824.824.8 70.270.270.270.2 14141414

3333 山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様山之口  満  様 86868686 15.115.115.115.1 70.970.970.970.9 1111 ＢＧＢＧＢＧＢＧ

4444 鎌ケ迫  悟  様鎌ケ迫  悟  様鎌ケ迫  悟  様鎌ケ迫  悟  様 92929292 20.720.720.720.7 71.371.371.371.3 5555

5555 久永  義伸  様久永  義伸  様久永  義伸  様久永  義伸  様 92929292 20.220.220.220.2 71.871.871.871.8 5555

6666 坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様坂元    勇   様 97979797 25.125.125.125.1 71.971.971.971.9 20202020

7777 川上  桂一郎  様川上  桂一郎  様川上  桂一郎  様川上  桂一郎  様 90909090 17.917.917.917.9 72.172.172.172.1 3333

8888 西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様西之園  清和  様 91919191 17.917.917.917.9 73.173.173.173.1 4444

9999 村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様村山  文雄  様 89898989 15.015.015.015.0 74.074.074.074.0 2222

10101010 瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様瀬戸  昭男  様 99999999 24.724.724.724.7 74.374.374.374.3 23232323

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名

倉府食品杯　（Ａ・Ｂ）　成績表倉府食品杯　（Ａ・Ｂ）　成績表倉府食品杯　（Ａ・Ｂ）　成績表倉府食品杯　（Ａ・Ｂ）　成績表

　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名　　　氏　名


