
優   勝 原　　　隆典 ６７７ ピン 優   勝 奈良　　竹代 ６２３ ピン 優   勝 小池　　貴宏 １３３７ ピン

準優勝 大久保　幸雄 ６６８ ピン 準優勝 山本　由紀子 ６０３ ピン 準優勝 原　　　隆典 １３２１ ピン

第３位 石田　　　隆 ６２８ ピン 第３位 渡部　　由子 ５６５ ピン 第３位 眞鍋　　春雄 １２７１ ピン

第４位 丸山　　雅英 １２３６ ピン

ハイゲーム 石田　　　隆 ２６６ ピン ハイゲーム 山本　由紀子 １９０ ピン ハイゲーム 原　　　隆典 ２６９ ピン

優   勝 高橋　　朋幸 ９３４ ピン 優   勝 櫻井　　成樹 ７１４ ピン 優   勝 石田　　　隆 ９４３ ピン

準優勝 伊藤　　憲章 ９１４ ピン 準優勝 原　　　隆典 ７０２ ピン 準優勝 国分　　正一 ８６５ ピン

第３位 山本　由紀子 ８７０ ピン 第３位 山本　　芳雄 ６４８ ピン 第３位 原　　　隆典 ８５６ ピン

第４位 櫻井　　成樹 ８６４ ピン 第４位 中澤　　伸吾 ８５０ ピン

第５位 岩田　　政典 ８３４ ピン 第５位 小池　　貴宏 ８１７ ピン

ハイゲーム 高橋　　朋幸 ２６３ ピン ハイゲーム 櫻井　　成樹 ２４８ ピン ハイゲーム 国分　　正一 ２５８ ピン

優   勝 原　　　隆典 １４０３ ピン 優   勝 石田　　　隆 ９５７ ピン 優   勝 坂本　詩緒里 ６３５ ピン

準優勝 櫻井　　成樹 １３７２ ピン 準優勝 陸田　　昌邦 ９２０ ピン 準優勝 眞鍋　　春雄 ６２６ ピン

第３位 陸田　　昌邦 １３７１ ピン 第３位 佐藤　　光司 ８９９ ピン 第３位 木村　　昌博 ６１６ ピン

第４位 梅澤　　幸子 １３３０ ピン 第４位 前坂　　憲一 ８９８ ピン ピン

第５位 丸山　　雅英 １３０４ ピン 第５位 小池　　貴宏 ８９７ ピン

ハイゲーム 原　　　隆典 ２７９ ピン ハイゲーム
石田　　　隆
小池　　貴宏

２７９ ピン ハイゲーム 木村　　昌博 ２５８ ピン

スタッフ ９２２ ピン スタッフ ５１３ ピン

優   勝 渡部　　由子 ８８６ ピン 優   勝 宮城　　長明 ９６９ ピン 優   勝 後藤　　浩一 ９２２ ピン

準優勝 眞鍋　　春雄 ８７６ ピン 準優勝 宇埜　　慎一 ９４５ ピン 準優勝 生田　　正夫 ８９６ ピン

第３位 樋口　ヨシヨ ８５６ ピン 第３位 遠藤　　　進 ９１１ ピン 第３位 石坂　　範行 ８９３ ピン

第４位 国分　　正一 ８４２ ピン 第４位 清水　　光代 ８９７ ピン 第４位 若山　　　稔 ８８２ ピン

第５位 北島　　千明 ８４１ ピン 第５位 東　　龍太郎 ８９０ ピン 第５位 田中　　成子 ８６７ ピン

ハイゲーム 眞鍋　　春雄 ２７７ ピン ハイゲーム 宮城　　長明 ２７８ ピン ハイゲーム 岩田　　政典 ２５８ ピン

スタッフ＆
プロ平均 ８３５ ピン スタッフ ７０３ ピン

優   勝 北村　　隆夫 ７０７ ピン 優   勝 岩田　　政典 ９２１ ピン

準優勝 田中　タズエ ６９７ ピン 準優勝 中澤　　伸吾 ８７４ ピン

第３位 溝上　　和枝 ６８１ ピン 第３位 清水　　光代 ８６３ ピン

第４位 高澤　　敦子 ６６０ ピン 第４位 木村　　昌博 ８４０ ピン

第５位 中村　　共治 ６５９ ピン

ハイゲーム 高澤　　幹大 ２２５ ピン ハイゲーム 木村　　昌博 ２４７ ピン

プロ ８００ ピン

平成２6年２月度　トーナメント成績

漆崎愛弓チャレンジＴＭ　４Ｇ（２月１６日）

朝の大盤振舞ＴＭ　４G（２月９日）

参加人数　８名 参加人数　１４名

藤巻係員チャレンジＴＭ　３Ｇ（２月２１日）

立川市ボウリング愛好会　月例ＴＭ
女子　３G（２月１日）

コカコーラ杯ミニマラソンＴＭ　６G（２月１日）

アフタヌーンＴＭ　４G（２月２日）

立川市ボウリング愛好会　月例ＴＭ
男子　３G（２月１日）

村田Ｐ＆前田係員
チャレンジＴＭ　４G（２月２２日）

参加人数　５１名　勝利者賞　４６名

参加人数　１９名 参加人数　１２名

参加人数　１９名

国立市ボウリング愛好会　月例ＴＭ
　３G（２月８日）

参加人数　９名

参加人数　２５名　勝利者賞　１名

建国記念日ミニマラソン　６Ｇ（２月１１日）

渡辺誠一プロチャレンジＴＭ　４Ｇ（２月２５日）

参加人数　８名　勝利者賞　８名

おみやげTM　４G（２月２２日）

参加人数　３４名

参加人数　１３名　勝利者賞　７名

坂本係員チャレンジＴＭ　４Ｇ（２月２３日）

参加人数　３２名 参加人数　３０名　勝利者賞　２２名

参加人数　２２名

ウェルカムＴＭ　３G（２月２３日）


