
優   勝 岩田　　政典 ９４４ ピン 優   勝 眞鍋　　春雄 ８８４ ピン 優   勝 原　　　隆典 １３９３ ピン

準優勝 大久保　幸雄 ９０６ ピン 準優勝 原　　　隆典 ８７９ ピン 準優勝 清水　　芳政 １３１５ ピン

第３位 多田　ヨシ子 ９０５ ピン 第３位 丸山　　雅英 ８４０ ピン 第３位 沖見　　一郎 １２７８ ピン

第４位 中澤　　伸吾 ８８０ ピン 第４位 大久保　幸雄 １２６３ ピン

第５位 沖見　　一郎 ８７５ ピン 第５位 岩田　　政典 １２４５ ピン

ハイゲーム 岩田　　政典 ２７７ ピン ハイゲーム 眞鍋　　春雄 ２６８ ピン ハイゲーム 小田嶋　清光 ２７９ ピン

支配人 ７５１ ピン プロ ８８１ ピン

優   勝 丸山　　雅英 ８７９ ピン 優   勝 遠藤　　　進 １４２２ ピン 優   勝 遠藤　　　進 ９３３ ピン

準優勝 藤井　　　潤 ８７２ ピン 準優勝 原　　　隆典 １３７０ ピン 準優勝 眞鍋　　春雄 ８７２ ピン

第３位 遠藤　　　進 ８４８ ピン 第３位 小林　　　治 １３０６ ピン 第３位 藤井　　　潤 ８３７ ピン

第４位 暖水　　　徹 ８３６ ピン 第４位 吉田　　英明 １２９６ ピン 第４位 小澤　　晴美 ８３７ ピン

第５位 西田　　康弘 ８３２ ピン 第５位 関　　　研二 １２９５ ピン 第５位 前田　　祐介 ８３６ ピン

ハイゲーム 藤井　　　潤 ２６９ ピン ハイゲーム 遠藤　　　進 ２９９ ピン ハイゲーム 遠藤　　　進 ２９９ ピン

スタッフ ８４９ ピン スタッフ ８２５ ピン

優   勝 藤井　　　潤 １３４９ ピン 優   勝 前田　　祐介 １４３０ ピン 優   勝 細川　　裕功 ６７４ ピン

準優勝 清水　　芳政 １３２５ ピン 準優勝 遠藤　　　進 １４０５ ピン 準優勝 中澤　　伸吾 ６３６ ピン

第３位 岩田　　政典 １３２０ ピン 第３位 島村　　賢二 １２４６ ピン 第３位 伊藤　　憲章 ６３４ ピン

第４位 新堀　　浩之 １３００ ピン 第４位 北沢　　康志 ６３０ ピン

第５位 国分　　正一 １２９８ ピン 第５位 高澤　　幹大 ５９８ ピン

ハイゲーム 岩田　　政典 ２６８ ピン ハイゲーム 前田　　祐介 ２７９ ピン ハイゲーム 細川　　裕功 ２５６ ピン

ガールズ １０３８ ピン

優   勝 藤野　富美子 ６３５ ピン 優   勝 山岸　可奈子 ８９５ ピン 優   勝 眞鍋　　春雄 ９７９ ピン

準優勝 坂井　　寿子 ６１９ ピン 準優勝 Ｓ．Ｉ ８８６ ピン 準優勝 関　　　研二 ９５２ ピン

第３位 佐野　　節子 ６０５ ピン 第３位 青木　　　博 ８７２ ピン 第３位 清水　　芳政 ９３８ ピン

第４位 渡部　　由子 ５９０ ピン 第４位 藤井　　　潤 ８４０ ピン 第４位 北島　　千明 ８７２ ピン

第５位 西川　賢一郎 ８２４ ピン 第５位 櫻井　　成樹 ８６８ ピン

ハイゲーム 藤野　富美子 ２２８ ピン ハイゲーム 金沢　　正美 ２５８ ピン
男子

ハイゲーム 関　　　研二 ２６７ ピン

女子
ハイゲーム 梅澤　　幸子 ２２５ ピン

優   勝 丸山　　雅英 ８９７ ピン 優   勝 原　　　隆典 ７４５ ピン 優   勝 石崎　　里美 ６１７ ピン

準優勝 遠藤　　　進 ８８８ ピン 準優勝 大久保　幸雄 ７０２ ピン 準優勝 坂井　　寿子 ６１０ ピン

第３位 眞鍋　　春雄 ８２２ ピン 第３位 中澤　　伸吾 ６２５ ピン 第３位 渡部　　由子 ６０２ ピン

第４位 陸田　　昌邦 ８２２ ピン 第４位 佐藤　富美和 ６１２ ピン

第５位 細川　　裕功 ６０４ ピン

ハイゲーム 丸山　　雅英 ２７９ ピン ハイゲーム 原　　　隆典 ２７９ ピン ハイゲーム 渡部　　由子 ２３３ ピン

参加人数　２４名

新春！吉野プロチャレンジTM　４G（１月１日）

参加人数　２４名　勝利者賞　１８名 参加人数　８名　勝利者賞　１名

参加人数　９名

新春！　ＧｉｒｌｓＳｔａｆｆ（えみり・詩緒里）
チャレンジＴＭ　４G（１月４日）

参加人数　１２名

平成２6年１月度　トーナメント成績

新春！　ミニマラソンTM③　６G（１月４日）

参加人数　３９名　勝利者賞　３４名

参加人数　２４名

参加人数　２１名　勝利者賞　２名 参加人数　３０名

新春！小川プロチャレンジTM　４G（１月３日）新春！漆崎愛弓チャレンジTM　４G（１月２日） 新春！　ミニマラソンTM②　６G（１月３日）

新春！初投げ
山田支配人チャレンジ　４G（１月１日）

参加人数　１０名　勝利者賞　５名

立川市ボウリング愛好会　月例ＴＭ
男子　３G（１月５日）

新春！　ミニマラソンTM①　６G（１月２日）

モーニングＴＭ　４G（１月１１日）

参加人数　１６名

参加人数　１０名 参加人数　１４名 参加人数　３８名

立川市ボウリング愛好会　月例ＴＭ
女子　３G（１月５日）

コカコーラ杯ＴＭ　４G（１月１０日）

国立市ボウリング愛好会　月例ＴＭ
女子　３G（１月１２日）

ＳＬＣ月例会　４Ｇ（１月１１日）
国立市ボウリング愛好会　月例ＴＭ

男子　３G（１月１２日）

参加人数　５名



優   勝 原　　　隆典 １４２７ ピン 優   勝 遠藤　　　進 ８９８ ピン 優   勝 十二　　　淳 ７３２ ピン

準優勝 青山　　由範 １３５３ ピン 準優勝 丸山　　雅英 ８３２ ピン 準優勝 原　　　隆典 ６５９ ピン

第３位 国分　　正一 １３２３ ピン 第３位 岡部　　和信 ８１６ ピン 第３位 青山　　由範 ６１７ ピン

櫻井　　成樹 １３１５ ピン 第４位 小池　　貴宏 ８００ ピン 第４位 沖見　　一郎 ６０２ ピン

第５位 寺崎　　達也 １２８７ ピン 第５位 原　　　国子 ５９８ ピン

ハイゲーム 原　　　隆典 ２６８ ピン ハイゲーム 遠藤　　　進 ２７９ ピン ハイゲーム 十二　　　淳 ２７９ ピン

優   勝 大久保　幸雄 ９２１ ピン 優   勝 眞鍋　　春雄 ９６８ ピン 優   勝 今井　　一史 ７９６ ピン

準優勝 清水　　芳政 ８９２ ピン 準優勝 原　　　隆典 ９４０ ピン 準優勝 今井　　美恵 ７９３ ピン

第３位 山本　　芳雄 ８７５ ピン 第３位 藤井　　　潤 ９１６ ピン 第３位 下山　　二男 ７９１ ピン

第４位 原　　　隆典 ８７２ ピン 第４位 遠藤　　　進 ８８６ ピン

第５位 渡辺　　正男 ８５７ ピン 第５位 岡部　　和信 ８６３ ピン

ハイゲーム 清水　　芳政 ２７９ ピン ハイゲーム 眞鍋　　春雄 ２６７ ピン ハイゲーム 今井　　一史 ２３５ ピン

プロ ８９１ ピン スタッフ ７６２ ピン

優   勝 原　　　隆典 ８９７ ピン 優   勝 清水　　輝次 ８９７ ピン 優   勝 溝上　　和枝 ６８０ ピン

準優勝 渡辺　　正男 ８７３ ピン 準優勝 岩田　　政典 ８７３ ピン 準優勝 村越　　一郎 ６６１ ピン

第３位 青木　　　博 ８７０ ピン 第３位 吉岡　　信一 ８７０ ピン 第３位 東　　　幸司 ６５７ ピン

第４位 山本　　芳雄 ８６４ ピン 第４位 松本　　貞一 ８６４ ピン 第４位 大久保　勝矢 ６４６ ピン

第５位 大久保　幸雄 ８６０ ピン 第５位 島村　　賢二 ８６０ ピン 第５位 白根　恵美子 ６３２ ピン

ハイゲーム 原　　　隆典 ２６９ ピン ハイゲーム 清水　　輝次 ２５５ ピン ハイゲーム 村越　　一郎 ２１２ ピン

ハイゲーム 国分　　正一 ２５５ ピン

ハイゲーム 田中　　成子 ２５５ ピン

スタッフ ７９２ ピン スタッフ ７７２ ピン

吉野プロチャレンジ
コンディションTM　４Ｇ（１月１８日）

参加人数　１４名　勝利者賞　３名

大塚健康杯ＴＭ　４G（１月１８日）

成人の日ミニマラソン　６Ｇ（１月１３日）

ウェルカムＴＭ　３G（１月２７日）

参加人数　５名　勝利者賞　３名

白井副支配人　チャレンジTM　４G（１月２１日）

参加人数　２９名

参加人数　３９名　勝利者賞　１９名参加人数　３９名　勝利者賞　１６名

坂本　詩緒里　チャレンジＴＭ
４G（１月２５日）

漆崎　愛弓　チャレンジＴＭ
４G（１月２５日）

大盤振舞TM　４Ｇ（１月１７日）

参加人数　３０名

参加人数　１５名

ＴＢＡ立川市部月例会３G（１月１７日）

参加人数　９名参加人数　１４名



優   勝 伊藤　　憲章 ８６７ ピン 優   勝 藤井　　　潤 ９０５ ピン １位通過 眞鍋　　春雄 １４２９ ピン

準優勝 中澤　　伸吾 ８４９ ピン 準優勝 青木　　　博 ８３３ ピン ２位通過 沖見　　一郎 １３４２ ピン

第３位 前坂　　憲一 ７９３ ピン 第３位 金沢　　正美 ７８０ ピン ３位通貨 遠藤　　　進 １３２２ ピン

４位通過 前田　　祐介 １２６９ ピン

５位通過 石田　　　隆 １２６７ ピン

ハイゲーム 伊藤　　憲章 ２４４ ピン ハイゲーム 藤井　　　潤 ２５９ ピン ６位通過 島村　　賢二 １２６２ ピン

プロ ８２１ ピン

１位通過 渡辺　　文子 １２１０ ピン 優   勝 眞鍋　　春雄 ピン 優   勝 高澤　　敦子 ピン

２位通過 高澤　　敦子 １１９０ ピン 準優勝 沖見　　一郎 ピン 準優勝 渡辺　　文子 ピン

３位通貨 山岸　可奈子 １１１３ ピン 第３位 島村　　賢二 ピン 第３位 岸山　由美子 ピン

４位通過 丸山　恵美子 １０９１ ピン 第４位 遠藤　　　進 ピン 第４位 山岸　可奈子 ピン

５位通過 岸山　由美子 １０４４ ピン 第５位 前田　　祐介 ピン 第５位 丸山　恵美子 ピン

６位通過 渡部　　由子 ９５６ ピン

参加人数　２０名

パンチアウト　TM　４Ｇ（１月３１日）渡辺誠一プロ　チャレンジ　４Ｇ（１月２８日）

参加人数　６名

２０１３年度グランドチャンピオン決定戦
決勝１Ｇ（１月２５日）

決勝出場　６名

２０１３年度グランドチャンピオン決定戦
女子予選６Ｇ（１月２５日）

参加人数　１１名　勝利者賞　０名 参加人数　６名

２０１３年度グランドチャンピオン決定戦
決勝１Ｇ（１月２５日）

決勝出場　６名

２０１３年度グランドチャンピオン決定戦
男子予選６Ｇ（１月２５日）


