
大会名

3月1日 水 お客様チャレンジ 岡田 桂子 1013 清水 良高 937 小島 真人 910 清水 良高 254 岡田 桂子 279

3月4日 土 おはようボウリング 須藤 健太 883 石川 敬子 880 須藤 真弓 863 白井 博 257 石川 敬子 244

3月5日 日 おはようボウリング 柳川 憲二郎 951 原島 利之 922 小川 知恵子 919 原島 利之 278 川上 さゆり 243

3月8日 水 K.O THE STAFF 村田 美智子 936 遠藤 敏 887 村田 久司 886 小島 清 269 村田 美智子 254

3月11日 土 おはようボウリング 堀内 幸治 1022 須藤 健太 954 須藤 真海 926 堀内 幸治 299 須藤 真弓 234

3月12日 日 おはようボウリング 白井 博 938 柳川 憲二郎 925 岡田 桂子 900 福田 益己 269 宅石 美江 246

3月12日 日 清水プロ Birthdayチャレンジ 宅石 美江 943 原島 利之 935 長谷川 貞夫 928 高橋 279 宅石 美江 256

3月15日 水 お客様チャレンジ 三上 健一 956 高塩 幸二 906 清水 良高 902 三上 健一 265 村田 美智子 202

3月18日 土 おはようボウリング 小川 知恵子 947 白井 博 925 堀内 幸治 915 白井 博 258 高橋 則子 237

3月18日 土 LTBダブルスハイフレT/M 白川・藤代 847 高根・石川 778 石井・小高 720 白川・藤代 237

3月18日 土 ダブルスハイフレームT/M 白井・川上 1990 石川・細田 1707 秋葉・武田 1566 白井・川上 300 秋葉・武田 300

3月19日 日 金城愛乃プロチャレンジ 久保木 943 村上 由里子 920 秋葉 忠 913 久保木／戸島 279 村上 由里子 247

3月19日 日 おはようボウリング 小川 直樹 944 米 啓次郎 939 柳川 憲二郎 922 江澤 誠 265 村上 由里子 212

3月20日 月 おはようボウリング 高塩 幸二 932 川上 さゆり 930 杉山 トヨ 923 橋本 寛次 268 高橋 則子 247

3月22日 水 K.O THE STAFF 佐藤 邦光 911 石橋 ｷﾖ子 908 佐藤 友紀子 906 中島 隆 257 佐藤 友紀子 212

3月25日 土 おはようボウリング 小川 知恵子 1025 石橋 敬子 906 高橋 則子 903 野口 治彦 225 小川 知恵子 247

3月26日 日 おはようボウリング 舘林 勇 966 出口 正虎 960 土方 透 927 笹本 俊文 256 高橋 則子 226

3月29日 水 お客様チャレンジ 川上 かつみ 898 川島 紀雄 883 村松 光行 853 篠崎 弘之 237 大野 ひろ子 203

大会名

3月2日 木 レディーストーナメント 杉山 ﾄﾖ 605 石川 敬子 604 岡田 美智子 602 石川 敬子 225 石川 敬子 556

3月9日 木 レディーストーナメント 川上 さゆり 680 岡田 美智子 594 熊谷 弘子 575 川上 さゆり 268 川上 さゆり 617

3月16日 木 レディーストーナメント 飯塚 美子 646 石川 敬子 628 小松 紀子 615 石川 敬子 205 石川 敬子 580

3月23日 木 レディーストーナメント 今川 博子 675 白髭 京子 665 飯塚 美子 631 今川 博子 257 今川 博子 630

3月30日 木 レディーストーナメント 白髭 京子 659 杉山 トヨ 647 矢野 敏子 615 白髭 京子 203 白髭 京子 572

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

☆ 3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


