
大会名

1月2日 月 おはようボウリング 石川 寛 897 須藤 健太 890 今川 博子 875 原島 利之 246 今川 博子 214

1月3日 火 おはようボウリング 橋本 寛次 938 岡田 修 914 今川 博子 907 白井 博 257 村上 由里子 237

1月7日 土 おはようボウリング 橋本 寛次 975 原島 利之 880 杉山 トヨ 873 橋本 寛次 267 岡田 桂子 209

1月7日 土 全員賞Ｔ/Ｍ 白井 博 856 川上 さゆり 823 伊東 義夫 808 白井 博 246 川上 さゆり 191

1月8日 日 ダブルスＴ/Ｍ 須藤・野口 1799 橋本・原島 1751 細田・石川 1574 森田 光 256 岡田 桂子 224

1月8日 日 おはようボウリング 小島 真人 953 柳川 憲二郎 948 冨垣 修身 910 小島 真人 266 倉富 美枝 226

1月9日 月 おはようボウリング 小島 真人 929 土方 透 914 小川 知恵子 913 土方 透 258 小川 知恵子 226

1月9日 月 いろいろ争奪戦 橋本 寛次 893 出口 正虎 882 阿部 人江 851 白井 博 247 阿部 人江 205

1月11日 水 お客様チャレンジ 宇野 晴夫 959 松下 節子 922 岡田 修 914 宇野 晴夫 255 村田 美智子 208

1月14日 土 おはようボウリング 堀内 幸治 958 橋本 寛次 926 飯塚 美子 914 堀内幸治・岡田修 258 上田 アサ子 225

1月15日 日 おはようボウリング 倉富 正彦 973 鴇田 正幸 915 堀内 幸治 900 米 啓次郎 255 村上 由里子 206

1月15日 日 ダブルスハイフレＴ/Ｍ 白井＆川上 1775 原島＆堀内 1767 細田＆石川 1617 原島利之・堀内幸治 266・238

1月18日 水 K.O THE STAFF 大野 光義 945 高塩 幸二 894 駒野 啓子 892 大野 光義 286 村田 美智子 217

1月21日 土 おはようボウリング 上田 アサ子 905 市之瀬 たみ子 878 倉富 美枝 876 市之瀬 たみ子 230 市之瀬 たみ子 230

1月22日 日 おはようボウリング 池下 愛子 907 黒沢 武久 894 高橋 則子 883 西川 健一 266 高橋 則子 245

1月22日 日 遠藤誠Ｐ優勝記念チャレンジ 原島 利之 958 高橋 正明 935 秋葉 安邦 923 秋葉 安邦 266 吉田 房子 221

1月25日 水 お客様チャレンジ 小島 真人 932 山口 保 922 西川 健一 893 小島真人・清水良高 243 岡田 桂子 188

1月28日 土 おはようボウリング 伊藤 秀夫 903 岡田 修 887 笹本 俊文 887 原島 利之 258 石川 敬子 233

1月28日 土 ハイゲームＴ／Ｍ 川上 さゆり 864 石川 敬子 846 岡田 美智子 820 白井 博 226 石川 敬子 218

1月29日 日 おはようボウリング 柳川 憲二郎 953 堀内 幸治 936 鴇田 正幸 924 堀内 幸治 286 高橋 則子 233

大会名

1月5日 木 レディーストーナメント 飯塚 美子 630 小松 紀子 599 橋本 洋子 585 石川 敬子 219 小池 渚 539

1月12日 木 レディーストーナメント 飯塚 美子 653 矢野 敏子 617 杉山 トヨ 578 矢野 敏子 209 飯塚 美子 533

1月19日 木 レディーストーナメント 今川 博子 622 桜井 美恵子 611 飯塚 美子 611 今川 博子 231 今川 博子 577

1月26日 木 レディーストーナメント 小池 渚 620 川上 さゆり 619 飯塚 美子 606 小池 渚 211 小池 渚 599

女性Ｈ/Ｇ

※マンスリーチャンピオン決定戦については別紙参照

大会成績表は公認大会のみ掲載しております。 ※褒賞対象外のスコアも掲載してあります

オフィシャルハンデキャップは 210ベース 男性80％ 女性90％ で算出しております

ベストグロス優勝 準優勝 第3位 Ｈ/Ｇ

☆ 1月大会成績 ★ アサヒボウリングセンター

日にち 優勝 準優勝 第3位 Ｈ/Ｇ

レディーストーナメントのハンデキャップは 200ベース 80％ で算出しております

日にち


