
大会名

5月3日 水 おはようボウリング 柳川 憲二郎 1067 米谷 康二 917 福田 益己 904 柳川 憲二郎 300 高橋 則子 232

5月4日 木 おはようボウリング 柳川 憲二郎 926 伊藤 秀夫 922 白井 博 913 白井 博 269 高橋則子・村上由里子・小松渚 213

5月4日 木 いろいろ争奪戦 秋葉 安邦 853 白井 博 833 佐竹 惣三郎 778 秋葉 安邦 247 須藤 真海 171

5月5日 金 おはようボウリング 福田 益己 987 原島 利之 937 清水 良高 919 福田益己・堀内幸治 278 高橋 則子 223

5月5日 金 ダブルスハイフレームＴ/Ｍ 米・堀内 1036 村上・福田 956 浜崎・伊東 919 米・堀内 279

5月6日 土 おはようボウリング 土方 透 932 小川 直樹 884 大野 光義 845 土方 透 258 小川 知恵子 212

5月7日 日 おはようボウリング 伊藤 秀夫 907 倉富 美枝 884 米谷 康二 880 石川 寛 245 小松 紀子 222

5月10日 水 お客様チャレンジ 川上 かつみ 901 駒野 健二 891 駒野 啓子 891 石川 寛 243 大野 ひろ子 203

5月13日 土 おはようボウリング 西川 健一 932 藤沢 佳子 911 倉富 正彦 903 石川寛・橋本寛次 245 藤沢 佳子 236

5月14日 日 おはようボウリング 江澤 誠 943 板石 武二 936 柳川 憲二郎 918 板石 武二 268 小松 紀子 235

5月17日 水 K.O THE STAFF 村松 光行 930 積田 好枝 913 鈴木 充 896 村松 光行 258 積田 好枝 218

5月20日 土 おはようボウリング 石川 敬子 870 高橋 則子 867 倉富 美枝 856 橋本寛次・江澤誠 233 石川 敬子 222

5月20日 土 ＬＴＢダブルスハイフレＴ/Ｍ 駒野・駒野W 818 柳原・白川 789 石井・川島 779 柳原・白川 227

5月21日 日 おはようボウリング 大野 光義 925 福田 益己 901 白井 博 886 橋本 寛次 257 石川 敬子 203

5月24日 水 お客様チャレンジ 須藤 真弓 929 坂口 仁悠樹 912 小高 弘之 891 坂口 仁悠樹 243 須藤 真弓 215

5月27日 土 おはようボウリング 野口 治彦 865 伊藤 秀夫 842 出口 正虎 828 白井 博 233 笹本 美代子 178

5月31日 水 お客様チャレンジ 村松 光行 899 清宮 伴二 867 川上 かつみ 865 村松 光行 247 須藤 真弓 194

大会名

5月4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

5月11日 木 レディーストーナメント 小松 渚 705 小松 紀子 615 高田 美智 579 小松 渚 278 小松 渚 693

5月18日 木 レディーストーナメント 石川 敬子 661 小松 紀子 635 大川 菊栄 608 石川 敬子 251 石川 敬子 607

5月25日 木 レディーストーナメント 上田 アサ子 631 橋本 洋子 609 川上 さゆり 607 川上 さゆり 206 川上 さゆり 547

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

☆ 5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


