
大会名

9月2日 土 おはようボウリング 野口 治彦 927 岡田 修 903 柴野 邦雄 897 吉野 幸光 247 岡田 桂子 200

9月3日 日 おはようボウリング 村田 美智子 953 江澤 誠 931 高橋 則子 897 江澤 誠 259 高橋 則子 237

9月6日 水 お客様ﾁｬﾚﾝｼﾞ 須藤 真弓 939 武田 竜一 869 松下 節子 862 武田 竜一 238 須藤 真弓 205

9月9日 土 おはようボウリング 小松 紀子 920 杉山 トヨ 915 堀内 幸治 869 原島 利之 247 杉山 トヨ 225

9月10日 日 おはようボウリング 米 啓次郎 940 石川 敬子 939 坂口 仁悠樹 931 米 啓次郎 266 石川 敬子 255

9月13日 水 お客様チャレンジ 林川 成子 904 三上 健一 883 石川 寛 879 田島 直正 844 林川 成子 215

9月16日 土 おはようボウリング 堀内 幸治 1012 原島 利之 946 川上 さゆり 922 堀内 幸治 279 川上 さゆり 235

9月17日 日 おはようボウリング 柳川 憲二郎 964 小松 渚 951 岡田 修 946 柳川 憲二郎 286 小松 渚 258

9月18日 月 おはようボウリング 岡田 修 1040 秋葉 安邦 911 小島 真人 904 福田 益己 279 高橋 則子 235

9月20日 水 お客様チャレンジ 西野 正機 948 児玉 良雄 937 大野 ひろ子 934 西野 正機 246 大野 ひろ子 219

9月23日 土 おはようボウリング 堀内 幸治 911 川上 さゆり 911 小松 健祐 904 小松 健祐 279 高橋 則子 245

9月24日 日 おはようボウリング 吉野 幸光 910 酒井 利夫 909 原島 利之 898 原島 利之 258 高橋 則子 244

9月24日 日 髙井裕滋郎Ｐチャレンジ 橋本 寛次 953 佐藤 千弥子 920 吉野 幸光 899 橋本 寛次 267 諸見 田鶴子 236

9月27日 水 K.O THE STAFF 関 芳枝 925 西野 正機 918 青山 弘子 905 関 芳枝 255 関 芳枝 255

9月30日 土 おはようボウリング 橋本 寛次 897 高橋 則子 864 江澤 誠 860 橋本 寛次 277 高橋 則子 233

大会名

9月7日 木 レディーストーナメント 小松 渚 694 高田 美智 664 桜井 美惠子 607 小松 渚 247 小松 渚 694

9月14日 木 レディーストーナメント 川上 さゆり 683 大川 菊栄 621 小川 知恵子 616 川上 さゆり 227 川上 さゆり 614

9月21日 木 レディーストーナメント 小川 知恵子 667 大川 菊栄 646 飯塚 美子 635 小川 知恵子 213 小川 知恵子 607

9月28日 木 レディーストーナメント 小川 知恵子 630 高田 美智 627 宮川 靖子 606 小川 知恵子 213 小川 知恵子 570

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

☆ 9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


