
大会名

4月1日 土 おはようボウリング 白井 博 960 石川 敬子 920 橋本 寛次 896 白井 博 268 石川 敬子 245

4月2日 日 おはようボウリング 福田 益己 960 柳川 憲二郎 950 倉富 正彦 912 柳川 憲二郎 268 倉富 美枝 221

4月5日 水 お客様チャレンジ 小島 真人 940 永倉 源一郎 915 西川 健一 881 小島 真人 257 関 芳枝 212

4月8日 土 おはようボウリング 橋本 寛次 960 堀内 幸治 936 須藤 健太 918 原島 利之 267 上田 アサ子 204

4月9日 日 おはようボウリング 倉富 正彦 924 柳川 憲二郎 914 高塩 幸二 907 柳川 憲二郎 259 高橋 則子 241

4月12日 水 K.O THE STAFF 駒野 啓子 951 山口 保 948 篠崎 弘之 921 岡田 修 247 岡田 桂子 223

4月15日 土 おはようボウリング 堀内 幸治 903 原島 利之 896 児玉 良雄 869 原島 利之 278 石川 敬子 211

4月15日 土 いろいろ争奪戦 石川 敬子 886 佐竹 惣三郎 864 吉野 幸光 857 清水 良高 224 石川 敬子 201

4月16日 日 おはようボウリング 倉富 正彦 920 江澤 誠 914 村上 由里子 885 柳川 憲二郎 258 村上 由里子 232

4月19日 水 お客様チャレンジ 佐藤 友紀子 927 石橋 キヨ子 872 山道 文子 867 西川 健一 244 倉富 美枝 206

4月22日 土 おはようボウリング 倉富 正彦 908 石川 敬子 901 堀内 幸治 879 堀内 幸治 257 石川 敬子 212

4月22日 土 ＬＴＢダブルスハイフレーム 高山・杉田 852 川島・小高 810 中村・白川 773 高山・杉田 238

4月23日 日 おはようボウリング 二瓶 努 985 堀内 幸治 950 江澤 誠 941 原島 利之 263 村上 由里子 217

4月26日 水 K.O THE STAFF 中島 隆 920 石橋 友次郎 892 高塩 幸二 923 村松 光行 247 村田 美智子 197

4月29日 土 おはようボウリング 吉野 幸光 967 倉富 正彦 938 川上 さゆり 917 原島 利之 279 岡田 桂子 212

4月30日 日 おはようボウリング 米谷 康二 993 柳川 憲二郎 931 江澤 誠 911 米谷 康二 279 村上 由里子 224

大会名

4月6日 木 レディーストーナメント 岡田 美智子 641 大川 菊栄 606 小松 紀子 601 岡田 美智子 216 小松 渚 542

4月13日 木 レディーストーナメント 小松 紀子 651 能勢 美江子 622 熊谷 弘子 609 小松紀子・石川敬子 217 小松 紀子 567

4月20日 木 レディーストーナメント 小松 渚 676 宮川 靖子 629 小松 紀子 625 小松 渚 265 小松 渚 664

4月27日 木 レディーストーナメント 杉山 キヌ 614 小松 紀子 595 上田 アサ子 589 小松 渚 223 小松 渚 569

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

☆ 4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


