
本八幡スターレーン　トーナメント成績表 平成２９年３月

開催日 曜日 大会名 開始時間 優勝 準優勝 ハイゲーム

水 16:15 保永　昇男 石川　玲子 竹内　亮平 平石　賢治 山口　和彦 竹内　亮平

木
10:30 安藤　隆司 木村　宗司 松丸けさ子 道解　憲子 林　　正史 木村　宗司

16:00 溝口　敬之 鮎川　　徹 栗山　　繁 吉渓　　匠 百瀬多津子 鮎川　　徹

金
10:10 神保　千春 鴻巣　博子 藤原　千晴 木村　宗司 平田　雅章 木村　宗司

16:00 木村　宗司 鴻巣　博子 道解　憲子 安藤　隆司 西口　勝也 木村　宗司

土

日替りパンチアウトトーナメント 9:00 佐々木秀男 市川　昇次 上岡　千恵 矢部　裕二 坂口　浩二 佐々木秀男

７－１０カップトーナメント 12:15 岡本　輝雄 小林三奈子 木村　宗司 栗山　　繁 鴻巣　博子 岡本　輝雄

鶴井亜南プロ＆矢野朋代プロチャレンジ20:00 関　　雄介 横田　修治 川瀬　竜彦 池田　昌弘 鮎川　　徹 福田　健一

日

キリンおはようトーナメント 9:00 青木　一博 田倉　　稔 羽部　公平 市川　昇次 佐々木秀男 青木　一博

友の会ハンディキャップトーナメント 12:00 友野　照幸 三堀　昇一 野口三千夫 村上　秀治 加藤　慎広

大嶋有香プロチャレンジ 19:00 池田　昌弘 木村トミ子 勢籏加代子 佐藤　　裕 重永　　敦 渡辺　　靖

月 15:30 安藤　隆司 キムヒョンスク 宮崎　逸雄 道解　憲子 佐藤　　翼 キムヒョンスク

火 16:00 林　　正史 篠原　信夫 坂本　政子 道解　憲子 鮎川　　徹 篠原　信夫

水 16:15 栗山　　繁 田辺　浩子 梅沢　早苗 平石　賢治 佐藤　宣子 小屋　壮生

木 16:00 池田　庸三 佐藤　　裕 木村　宗司 山下　美佐 百瀬多津子 池田　庸三

金
10:30 北村　きよ 安藤　隆司 田倉　　稔 今井　憲子 平田　雅章 安藤　隆司

16:00 安藤　隆司 宮崎　逸雄 加藤　　睦 加藤　久美 小野　妙子 安藤　隆司

土

日替りパンチアウトトーナメント 9:00 重永　　敦 北村　和代 佐藤美代子 大野　　勉 山口　和彦 重永　　敦

７－１０カップトーナメント 12:15 小林　久人 百瀬多津子 梶山まち子 片岡　雄心 栗山　　繁 小林　久人

三浦美里プロチャレンジ 20:00 高橋　壮太 佐々木　剛 川崎　　悠 野上　勇樹 押川　　忍 佐々木　剛

日

マンスリーチャンピオン決定戦 9:00 篠原　信夫 小原　庸孝 村上　秀治 岡本　輝雄 正木　安雄 梅沢　　昇

中島美穂プロと投げよう！ 19:00 大谷　　博 川井　功文 川崎　　悠 佐藤　健二 吉岡　健一 川井　功文

月 15:30 山本　和夫 高橋　政昭 佐々木千絵 竹内　亮平 中田　育夫 山本　和夫

火 16:00 志築　守之 蔵五　雄介 木村　宗司 道解　憲子 大塚　健司 蔵五　雄介

水 16:15 田辺　浩子 鴻巣　博子 木村　宗司 田中　里佳 梅沢　早苗 木村　宗司

木 16:00 野原　静子 天野　景太 三堀　昇一 奈良輪竜也 國澤　昌一 三堀　昇一

金
10:10 佐々木千絵 平田　雅章 滝深　正枝 道解　憲子 鴻巣　博子 平田　雅章

20:30 久保　浩人 橋立　雅人 鮎川　　徹 麻生　理成 小原　庸孝 麻生　理成

土
日替りパンチアウトトーナメント 9:00 佐々木秀男 村上　秀治 青木　一博 上岡　千恵 鴻巣　博子 青木　一博

７－１０カップトーナメント 12:15 小林　久人 竹生　栄子 栗山　　繁 梶山まち子 岡本　輝雄

日

キリンおはようトーナメント 9:00 吉田　恵子 内山　純二 市川　昇次 山口　和彦 佐々木秀男 吉田　恵子

友の会月例会 12:00 佐々木秀男 河村　敏江 小原　庸孝 大沢　敦子 竹生　栄子 小野　孝秋

飯田菜々プロチャレンジ 20:00 鮎川　　徹 川崎　　悠 正木　安雄 岩下　　格 矢部　裕二 矢部　裕二

月祝

日替りパンチアウトトーナメント 9:00 市川　昇次 北村　和代 大野　　勉 大塚　健司 佐々木和恵

11:00 祓川　克己 大坪　武久 林　　　幸 坂井ミエ子 斉田三智子 祓川　克己

小須田礼子プロチャレンジ 15:00 石川　玲子 佐々木みどり 鴻巣　博子 梅沢　早苗 古山　京子 平田　雅章

19:00 堀越あきら 野原　静子 石川　玲子 矢部　裕二 澤邉　直美 秋吉　剛志

火 16:00 林　　正史 林　　豊子 栗山　　繁 鴻巣　博子 志築　守之 栗山　　繁

水 16:15 矢部　裕二 中村　圭吾 平石　賢治 田辺　浩子 梅沢　早苗 中村　圭吾

木 16:00 國澤　昌一 三堀　昇一 川上　　諒 吉田　　愛 佐藤　　裕 吉田　　愛

金 10:10 片岡　勝男 藤原　千晴 大塚　善功 平田　雅章 松井　　裕 片岡　勝男

土

日替りパンチアウトトーナメント 9:00 平田　雅章 片岡　雄心 市川　昇次 阿部美代子 青木　一博 平田　雅章

棚橋孝太プロチャレンジ 12:15 栗山　　繁 重永　　敦 笠松　陽生 笠松　祐大 鴻巣　博子 平林　　力

20:00 鮎川　　徹 麻生　理成 小野　孝秋 竹内　亮平 富田　　巧 麻生　理成

日

キリンカップトーナメント 9:00 菅原みな子 大野　　勉 伊藤　勝美 篠原　信夫 安藤　隆司 篠原　信夫

13:30 八木　則正 林　　正史 宮崎　逸雄 山本　眞司 安藤　隆司 林　　正史

19:00 小野　孝秋 鮎川　　徹 佐々木　剛 重永　　敦 黒木　和哉 佐藤　　裕

月 15:30 渡邉　拓実 福羅　健人 溝口　敬之 富田　　巧 栗山　　繁 渡邉　拓実

火 16:00 岩瀬　保子 林　　豊子 佐藤　宣子 安藤　隆司 志築　守之 田倉　　稔

水 16:15 安藤　隆司 栗山　　繁 田辺　浩子 田中　里佳 中村　圭吾 安藤　隆司

木 16:00 栗山　　繁 林　　正史 林　　豊子 吉渓　　匠 松丸　茂夫 栗山　　繁

金 10:10 平田　雅章 塩原　鮎助 竹生　栄子 道解　憲子 田倉　　稔 平田　雅章

第3位 第4位 第5位

1日
坂本詩緒里プロと投げよう！カラーピ
ンチャレンジ

2日

那覇スタッフと投げよう！７－１０カ
ップチャレンジ

ＫＯ賞山分け！秋吉夕紀プロチャレン
ジ

3日

長縄プロレッスン＆投げようトーナメ
ント
しかまっくすレッスン＆投げようトー
ナメント

4日

5日 三堀　昇一
村上　秀治

6日
ＫＯ賞山分け！岡田スタッフチャレン
ジ

7日
棚橋孝太プロと投げよう！カラーピン
チャレンジ

8日
貞松プロ＆坂本プロと投げよう！三ツ
矢サイダーの日記念！

9日
ＫＯ賞山分け！貞松保行プロチャレン
ジ

10日

卒業大会第１弾！松丸靖子スタッフさよな
らトーナメントfeat.長縄プロ

しかまっくすレッスン＆投げようトー
ナメント

11日

12日

13日 川﨑由意プロと投げよう！ホップ・ステッ
プ・ジャンプチャレンジ

14日
小須田礼子プロと投げよう！ホワイト
デー記念トーナメント！

15日
貞松プロ＆坂本プロと投げよう！いち
ごの日記念！

16日
ＫＯ賞山分け！貞松プロ＆藤井プロチ
ャレンジ

17日

長縄プロレッスン＆投げようトーナメ
ント

卒業大会第２弾！杉野スタッフさよならト
ーナメントfeat.やわた娘

18日
小林　久人
栗山　　繁

19日

20日

市川　昇次
大野　　勉

第3回プラチナエイジ感謝祭！スペシャ
ルゲスト小須田プロ！

秋吉夕紀プロ＆村山文佳プロチャレン
ジ

21日
小須田礼子プロと投げよう！ラッキー
フレームチャレンジ

22日
貞松プロ＆坂本プロと投げよう！パン
チアウトチャレンジ

23日
ＫＯ賞山分け！貞松保行プロチャレン
ジ

24日
長縄プロレッスン＆投げようトーナメ
ント

25日

卒業大会第３弾！杉野スタッフさよならト
ーナメントfeat.やわた娘

26日
岡田スタッフと一緒に投げよう！ゆう
ゆうトーナメント

廣崎彩子プロ＆秋光楓プロダブルチャ
レンジ

27日
川﨑由意プロと投げよう！パンチアウ
トチャレンジ

28日
棚橋プロと投げよう！カラーピンチャ
レンジ

29日
貞松プロ＆坂本プロと投げよう！にく
の日チャレンジ

30日
ＫＯ賞山分け！貞松保行プロチャレン
ジ

31日
長縄プロレッスン＆投げようトーナメ
ント
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