
大会名

8月2日 水 お客様チャレンジ 石井 美穂子 908 川島 紀雄 902 積田 好枝 893 宇野 晴夫 235 須藤 真弓 216

8月5日 土 おはようボウリング 清水 良高 944 川本 恵子 925 高橋 正明 918 原島 利之 296 石川 敬子 221

8月5日 土 ＬＴＢダブルスハイフレＴ/Ｍ 石川・髙根 914 小高・川上 829 駒野・駒野W 799 石川・髙根 251

8月6日 日 おはようボウリング 柳川 憲二郎 1014 吉野 幸光 962 板石 英二 951 橋本 寛次 279 倉富 美枝 212

8月9日 水 お客様チャレンジ 積田 好枝 879 永倉 源一郎 876 宇野 晴夫 871 永倉 源一郎 239 林川 成子 235

8月11日 金 おはようボウリング 須藤 真弓 943 白井 博 940 小松 紀子 940 白井 博 258 小松 紀子 235

8月12日 土 おはようボウリング 清水 良高 943 石川 敬子 911 倉富 正彦 909 清水 良高 266 高橋 則子 225

8月13日 日 おはようボウリング 米谷 康二 1034 堀内 幸治 944 小松 渚 933 米谷 康二 279 小松 渚 246

8月15日 火 清水プロチャレンジ 西川 健一 934 江澤 誠 926 原島 利之 924 柳川 憲二郎 268 小川 知恵子 224

8月16日 水 お客様チャレンジ 清水 良高 970 川上 かつみ 903 松下 節子 890 村上 栄 255 川上 かつみ 215

8月19日 土 おはようボウリング 秋葉 安邦 966 米谷 康二 954 倉富 正彦 920 岡田 修 266 石川 敬子 257

8月20日 日 おはようボウリング 江澤 誠 993 土方 透 965 高橋 則子 932 堀内 幸治 269 高橋 則子 235

8月23日 水 お客様チャレンジ 清水 良高 949 宇野 晴夫 901 佐竹 惣三郎 883 清水 良高 289 松下 節子 209

8月26日 土 おはようボウリング 堀内 幸治 915 江澤 誠 904 高橋 正明 894 江澤 誠 278 高橋 則子 225

8月27日 日 おはようボウリング 柳川 憲二郎 958 清宮 藤雄 945 白井 博 944 白井 博 279 下山 京子 238

8月30日 水 お客様チャレンジ 石川 寛 1012 倉富 正彦 900 関 芳枝 893 石川 寛 279 関 芳枝 198

大会名

8月3日 木 レディーストーナメント 石川 敬子 674 上田 アサ子 636 小川 知恵子 620 石川 敬子 236 石川 敬子 614

8月10日 木 レディーストーナメント 能勢 美江子 613 石川 敬子 610 大川 菊栄 602 石川 敬子 213 石川 敬子 550

8月17日 木 レディーストーナメント 高田 美智 669 石川 敬子 661 大川 菊栄 619 石川 敬子 218 石川 敬子 601

8月24日 木 レディーストーナメント 大川 菊栄 655 小松 紀子 650 能勢 美江子 642 小松 紀子 213 小松紀子 581

8月31日 木 レディーストーナメント 桜井 美恵子 621 石川 敬子 619 上田 アサ子 606 小川 知恵子 215 石川 敬子 559

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

☆ 8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


