
優   勝 眞鍋　　春雄 ６９９ ピン 優   勝 田中　　成子 ６３０ ピン 優   勝 原　　　隆典 １４９７ ピン

準優勝 国分　　正一 ６８７ ピン 準優勝 山本　由紀子 ６０５ ピン 準優勝 遠藤　　　進 １４８０ ピン

第３位 関　　　研二 ６６５ ピン 第３位 渡部　　由子 ５９６ ピン 第３位 櫻井　　成樹 １４５３ ピン

第４位 坂井　　末廣 ６６３ ピン 第４位 岡部　　和信 １３６３ ピン

ハイゲーム 国分　　正一 ２６７ ピン ハイゲーム 田中　　成子 １９０ ピン ハイゲーム 原　　　隆典 ３００ ピン

優   勝 梅澤　　幸子 ９３８ ピン 優   勝 国分　　正一 ７６５ ピン 優   勝 田中　　成子 ６３４ ピン

準優勝 井上　　義丸 ９０６ ピン 準優勝 青山　　由範 ７５９ ピン 準優勝 渡部　　由子 ６１６ ピン

第３位 関　　　研二 ８９６ ピン 第３位 原　　　隆典 ７００ ピン 第３位 奈良　　竹代 ６１３ ピン

第４位 島村　　賢二 ８８８ ピン 第４位 山本　　芳雄 ６８３ ピン

第５位 渡辺　　正男 ８８１ ピン 第５位 北島　　千明 ６６３ ピン

ハイゲーム 関　　　研二 ２７８ ピン ハイゲーム 北島　　千明 ２７８ ピン ハイゲーム 田中　　成子 ２１４ ピン

優   勝 眞鍋　　春雄 ９４９ ピン 優   勝 小池　　貴宏 ９３９ ピン 優   勝 土方　仙之助 ８９２ ピン

準優勝 遠藤　　　進 ９３１ ピン 準優勝 渡部　　由子 ９１８ ピン 準優勝 石田　　　隆 ８５８ ピン

第３位 高野　　直子 ８８４ ピン 第３位 高橋　　朋幸 ９１６ ピン 第３位 岩田　　政典 ８１５ ピン

第４位 岡部　　和信 ８７４ ピン 第４位 岩田　　政典 ９０２ ピン 第４位 正木　　政雄 ８０９ ピン

第５位 原　　　隆典 ９０１ ピン 第５位 岡田　　精一 ８０５ ピン

ハイゲーム 遠藤　　　進 ２７９ ピン ハイゲーム 小池　　貴宏 ２５８ ピン ハイゲーム 土方　仙之助 ２５７ ピン

ハイゲーム 高橋　　朋幸 ２５８ ピン スタッフ ７９７ ピン

優   勝 国分　　正一 ９１１ ピン 優   勝 遠藤　　　進 ８９０ ピン 優   勝 佐藤　　光司 ９４４ ピン

準優勝 稲毛　　賢治 ９０５ ピン 準優勝 小池　　貴宏 ７７６ ピン 準優勝 島村　　賢二 ９２２ ピン

第３位 上原　　　裕 ８９８ ピン 第３位 原　　　隆典 ７６３ ピン 第３位 青山　　由範 ９０９ ピン

第４位 石田　　　隆 ８９７ ピン 第４位 陸田　　昌邦 ７６３ ピン 第４位 清水　　芳政 ９０７ ピン

第５位 高橋　　朋幸 ８９２ ピン 第５位 西川　賢一郎 ７５８ ピン 第５位 国分　　正一 ８７４ ピン

男子
ハイゲーム 上原　　　裕 ２６８ ピン ハイゲーム 遠藤　　　進 ２７８ ピン ハイゲーム 佐藤　　光司 ２７７ ピン

女子
ハイゲーム 丸山　恵美子 ２２３ ピン プロ ９０２ ピン スタッフ ８６８ ピン

優   勝 高崎　　孝一 １３９７ ピン 優   勝 石田　　　隆 ９４８ ピン 優   勝 吉田　　明生 ２０７４ ピン

準優勝 原　　　隆典 １３９５ ピン 準優勝 多田　　国夫 ８８１ ピン 準優勝 青山　　由範 ２０３０ ピン

第３位 松島　　俊夫 １３０７ ピン 第３位 北島　　千明 ８７４ ピン 第３位 眞鍋　　春雄 ２００９ ピン

第４位 渡部　　由子 １３０３ ピン 第４位 坂井　　末廣 ８６８ ピン 第４位 遠藤　　進 １９８０ ピン

第５位 上原　　　裕 １３０２ ピン 第５位 中澤　　伸吾 ８４５ ピン

ハイゲーム 高崎　　孝一 ２７８ ピン ハイゲーム 石田　　　隆 ２７９ ピン ハイゲーム 眞鍋　　春雄 ２８０ ピン

参加人数　２６名 参加人数　10名参加人数　３２名

春分の日ミニマラソン　６Ｇ（３月２１日）

参加人数　１１名

漆崎係員チャレンジTM　４Ｇ（３月１６日）

参加人数　１５名　勝利者賞　７名参加人数　２７名

ハーフマラソンTM　９Ｇ（３月２２日）

参加人数　３７名　勝利者賞　８名参加人数　４０名

おみやげいっぱいTM　４Ｇ（３月２２日）

参加人数　１２名　勝利者賞　０名

コカコーラ杯ミニマラソンＴＭ　６G（３月１日）

朝の大盤振舞ＴＭ　４G（３月２日）

立川市ボウリング愛好会　月例ＴＭ
男子　３G（３月１日）

参加人数　７名

国立市ボウリング愛好会　月例ＴＭ
女子　３G（３月８日）

モーニングＴＭ　４G（３月１５日）

参加人数　４５名

国立市ボウリング愛好会　月例ＴＭ
男子　３G（３月８日）

奥田課長　チャレンジTM　４G（３月１４日）

吉野プロチャレンジ
コンディションTM　４Ｇ（３月１５日）

参加人数　１３名参加人数　１２名

平成２6年3月度　トーナメント成績

パンチアウトＴＭ　４Ｇ（３月８日）

参加人数　６名

ＳＬＣ月例会　４Ｇ（３月８日）

参加人数　１６名

立川市ボウリング愛好会　月例ＴＭ
女子　３G（３月１日）



優   勝 菊地　　　寛 ８５３ ピン 優   勝 渋谷　　　茂 ７７９ ピン 優   勝 高崎　　孝一 ８９１ ピン

準優勝 原　　　隆典 ８４０ ピン 準優勝 船橋　　和義 ７１７ ピン 準優勝 眞鍋　　春雄 ８４９ ピン

第３位 青山　　由範 ８３７ ピン 第３位 石崎　　里美 ６９８ ピン 第３位 伊藤　　憲章 ８３３ ピン

第４位 坂井　　末廣 ８３７ ピン 第４位 東　　　幸司 ６８８ ピン

第５位 岸山　由美子 ８３１ ピン 第５位 橋本　　正作 ６８４ ピン

ハイゲーム 原　　　隆典 ２４８ ピン ハイゲーム 渋谷　　　茂 ２５６ ピン ハイゲーム 伊藤　　憲章 ２４７ ピン

プロ ８４５ ピン

優   勝 高崎　　孝一 ９１３ ピン 優   勝 稲吉　　正弘 ９８０ ピン 優   勝 前坂　　憲一 １００９ ピン

準優勝 櫻井　　成樹 ８９６ ピン 準優勝 遠藤　　　進 ９７３ ピン 準優勝 松本　　貞一 ９０７ ピン

第３位 中嶋　　菊男 ８８６ ピン 第３位 藤原　　道夫 ９５８ ピン 第３位 永井　　義和 ９０５ ピン

第４位 梅澤　　幸子 ８７９ ピン 第４位 原澤　　浩史 ９４９ ピン 第４位 原　　　隆典 ８９４ ピン

第５位 多田　　国夫 ８７１ ピン 第５位 眞鍋　　春雄 ９２７ ピン 第５位 岩田　　政典 ８８９ ピン

ハイゲーム 櫻井　　成樹 ２６９ ピン ハイゲーム 遠藤　　　進 ２６９ ピン ハイゲーム 前坂　　憲一 ２８９ ピン

ハイゲーム 眞鍋　　春雄 ２６９ ピン

　 ゲスト平均 ８４３ ピン スタッフ平均 ８０８ ピン

高坂麻衣＆漆崎愛弓
チャレンジＴＭ　４G（３月２９日）

新穂隼人＆前田幸子スタッフ
チャレンジＴＭ　４G（３月２９日）

参加人数　２４名 参加人数　３０名参加人数　３３名　勝利者賞　１２名

参加人数　２１名

ウェルカムＴＭ　３G（３月２３日） 渡辺誠一プロ　チャレンジ　４Ｇ（３月２６日）２WIN　TM　４Ｇ（３月２３日）

大塚健康杯ＴＭ　４Ｇ（３月２９日）

参加人数　１５名 参加人数　８名　勝利者賞　２名


