
大会名

2月1日 水 お客様チャレンジ 清水 良高 914 永倉 源一郎 907 小川 知恵子 907 清水 良高 248 小川 知恵子 215

2月4日 土 おはようボウリング 清水 良高 1033 岡田 修 899 橋本 寛次 877 岡田 修 287 高橋 則子 235

2月5日 日 おはようボウリング 清水 良高 984 福田 益己 968 時田 勝己 935 福田 益己 278 高橋 則子 223

2月5日 日 清水Ｐチャレンジ 矢野 敏子 968 川本 恵子 919 大野 光義 916 児玉 良雄 266 須藤 真海 226

2月8日 水 K.O THE STAFF 村松 光行 929 川島 紀雄 918 清水 良高 897 西川 健一 277 松下 節子 198

2月11日 土 おはようボウリング 倉富 美枝 982 黒沢 武久 968 白井 博 945 堀内 幸治 258 倉富 美枝 247

2月11日 土 LTBダブルスハイフレT/M 白川・藤代 881 紺野・石川 857 川上・川島 801 石川 寛 268 高根 すみ子 191

2月12日 日 おはようボウリング 西野 正機 922 斉藤 芳光 908 須藤 真弓 898 森田 光 265 下山 京子 235

2月15日 水 お客様チャレンジ 清水 良高 983 村田 久司 936 関 芳枝 911 村田 久司 248 村田 美智子 215

2月18日 土 おはようボウリング 岡田 修 1013 石川 敬子 909 小川 直樹 873 岡田 修 279 石川 敬子 244

2月19日 日 髙井Pチャレンジ 原島 利之 924 小川 知恵子 907 高橋 則子 899 原島 利之 252 高橋 則子 225

2月22日 水 K.O THE STAFF 清水 良高 1035 岡田 修 942 村松 光行 899 清水 良高 266 岡田 桂子 213

2月25日 土 ダブルスハイフレームＴ/Ｍ 下山・林 1799 石川・細田 1779 杉尾・佐々木 1714 下山・林 279

2月26日 日 おはようボウリング 村上由里子 954 斉藤 芳光 924 高橋 正明 922 須藤 健太 268 村上 由里子 247

大会名

2月2日 木 レディーストーナメント 川上 さゆり 661 白髭 京子 649 上田 アサ子 629 川上 さゆり 210 川上 さゆり 577

2月9日 木 レディーストーナメント 小川 知恵子 664 白髭 京子 640 上田 アサ子 613 小川 知恵子 216 小川 知恵子 619

2月16日 木 レディーストーナメント 石川 敬子 634 川上 さゆり 621 杉山 トヨ 613 石川 敬子 232 石川 敬子 571

2月23日 木 レディーストーナメント 石川 敬子 657 小松 渚 635 川上 さゆり 633 小松 渚 237 小松 渚 611

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

☆ 2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 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


