
優   勝 小池　　貴宏 ９０３ ピン 優   勝 島村　　賢二 ６４６ ピン 優   勝 梅澤　　幸子 ６６４ ピン

準優勝 青木　　　博 ８５８ ピン 準優勝 高澤　　幹大 ６２８ ピン 準優勝 林　　　恵子 ６５３ ピン

第３位 原　　　隆典 ８３４ ピン 第３位 清水　　芳政 ６２０ ピン 第３位 樋口　ヨシヨ ６２４ ピン

第４位 樋口　ヨシヨ ８３４ ピン

第５位 中澤　　伸吾 ８２７ ピン

ハイゲーム 小池　　貴宏 ２５４ ピン

ハイゲーム 青木　　　博 ２５４ ピン ハイゲーム 島村　　賢二 ２３２ ピン ハイゲーム 梅澤　　幸子 ２７８ ピン

優   勝 岡部　　和信 １３６５ ピン 優   勝 松本　　貞一 ６７４ ピン 優   勝 眞鍋　　邦子 ６０２ ピン

準優勝 金沢　　正美 １３３７ ピン 準優勝 櫻井　　成樹 ６７２ ピン 準優勝 坂井　　寿子 ６０１ ピン

第３位 小野　　勝英 １３２４ ピン 第３位 中澤　　伸吾 ６６８ ピン 第３位 北沢　千津子 ５９８ ピン

第４位 眞鍋　　春雄 １３００ ピン 第４位 福田　　厚也 ６５５ ピン

第５位 富永　　豊一 １２８３ ピン

ハイゲーム 岡部　　和信 ２７５ ピン ハイゲーム 島村　　賢二 ２６５ ピン ハイゲーム 北沢　千津子 ２０７ ピン

優   勝 渡辺　　勝俊 ９１６ ピン 優勝 前田　　祐介 ８１２ ピン 優   勝 小野　　恭助 １３５６ ピン

準優勝 岩田　　政典 ９０５ ピン 準優勝 原　　　隆徳 ８１２ ピン 準優勝 櫻井　　成樹 １３２５ ピン

第３位 佐藤　　光司 ８６１ ピン 第３位 丸山　　雅英 ７８４ ピン 第３位 岩田　　政典 １２７５ ピン

第４位 後藤　　浩一 ８３４ ピン 第４位 峯岸　　　正 １２７２ ピン

第５位 櫻井　　成樹 ８３３ ピン 第５位 原　　　隆徳 １２５０ ピン

ハイゲーム 岩田　　政典 ２５６ ピン

スタッフ ７３４ ピン ハイゲーム 稲毛　　賢治 ２６０ ピン ハイゲーム 峯岸　　　正 ２６２ ピン

優   勝 渡辺　　智仁 ９２４ ピン 優   勝 小池　　貴宏 ８４６ ピン 優   勝 石井　　浩之 ９０５ ピン

準優勝 大野　　　武 ８７８ ピン 準優勝 山本　由紀子 ８３１ ピン 準優勝 峯岸　　　正 ８９７ ピン

第３位 松下　　　愛 ８６２ ピン 第３位 高澤　　敦子 ８１９ ピン 第３位 眞鍋　　春雄 ８４３ ピン

第４位 沖見　　一郎 ８５７ ピン 第４位 遠藤　　　進 ８２８ ピン

第５位 原　　　隆徳 ８３６ ピン 第５位 永井　　義和 ８２６ ピン

ハイゲーム 十二　　　淳 ２６８ ピン ハイゲーム 小池　　貴宏 ２２４ ピン ハイゲーム 峯岸　　　正 ２４２ ピン

優   勝 後藤　　浩一 ８７０ ピン 優   勝 関　　　研二 １５４４ ピン 優   勝 遠藤　　　進 ９２８ ピン

準優勝 渡部　　由子 ８６６ ピン 準優勝 中田　　和徳 １３０１ ピン 準優勝 佐藤　　光司 ８９５ ピン

第３位 国分　　正一 ８６０ ピン 第３位 新堀　　浩之 １３００ ピン 第３位 伊藤　　憲章 ８４１ ピン

第４位 関　　　研二 ８４８ ピン 第４位 寺崎　　達也 １２９６ ピン 第４位 宮田　　　清 ８３５ ピン

第５位 渡辺　みどり ８４２ ピン 第５位 原　　　隆徳 １２６９ ピン 第５位 丸山　　雅英 ８３４ ピン

ハイゲーム 関　　　研二 ３００ ピン ハイゲーム 沖見　　一郎 ２４５ ピン

ハイゲーム 関　　　研二 ２６８ ピン プロ １１８２ ピン スタッフ ７８１ ピン

優   勝 長澤　　　忍 ９３４ ピン 優   勝 筑波　　友翔 ７９５ ピン 優   勝 眞鍋　　春雄 ９３２ ピン

準優勝 安國　　雅道 ８７１ ピン 準優勝 梅澤　　幸子 ７９０ ピン 準優勝 関　　　研二 ９２８ ピン

第３位 松川　　晶治 ８７０ ピン 第３位 遠藤　　　進 ７８８ ピン 第３位 原　　　隆徳 ９２２ ピン

第４位 遠藤　　　進 ８６９ ピン 第４位 青木　　　博 ９１４ ピン

第５位 鈴木　喜代子 ８２９ ピン 第５位 国分　　正一 ８９５ ピン

ハイゲーム 遠藤　　　進 ２２２ ピン ハイゲーム 眞鍋　　春雄 ２６８ ピン

ハイゲーム 遠藤　　　進 ２６４ ピン ハイゲーム 原　　　隆徳 ２６８ ピン

優   勝 関　　　研二 ８８２ ピン 優   勝 前田　　祐介 ６７８ ピン 優   勝 小野　　勝英 ７０２ ピン

準優勝 清水　　芳政 ８６１ ピン 準優勝 陸田　　昌邦 ６７７ ピン 準優勝 伊藤　　憲章 ６５０ ピン

第３位 小池　　貴宏 ８２６ ピン 第３位 原　　　邦子 ６２９ ピン 第３位 大久保　勝矢 ６３８ ピン

第４位 小野　　知行 ８１９ ピン 第４位 遠藤　　　進 ６２８ ピン 第４位 横倉　　秀樹 ６３７ ピン

第５位 滝沢　千恵子 ８１９ ピン 第５位 島村　　賢二 ６２６ ピン 第５位 梅澤　　幸子 ６２３ ピン

ハイゲーム 清水　　芳政 ２４７ ピン ハイゲーム 前田　　祐介 ２６５ ピン ハイゲーム 小野　　勝英 ２６６ ピン

優   勝 後藤　　浩一 ８４４ ピン

準優勝 正木　　政雄 ８３８ ピン

第３位 岩田　　政典 ８０８ ピン

第４位 高崎　　孝一 ８００ ピン

第５位 東　　　聡子 ７９８ ピン

ハイゲーム 岩田　　政典 ２２７ ピン

プロ ７３６ ピン

参加人数　１５名　勝利者賞　９名

国体出場記念壮行会チャレンジT M

　４G （９月２７日）

参加人数　２４名　勝利者賞　１３名

昼の大盤振舞ＴＭ　４Ｇ（９月２７日）

大矢プロチャレンジT M 　４G （９月２４日）

参加人数　３６名

参加人数　１８名

参加人数　３１名

参加人数　１６名 参加人数　１９名

参加人数　３９名　勝利者賞　２８名

参加人数　７名

渡辺プロチャレンジＴＭ　４Ｇ（９月３０日）

朝の大盤振舞ＴＭ　４Ｇ（９月２１日）

棚橋プロチャレンジＴＭ　４G （９月２５日）

参加人数　６名

参加人数　２４名　勝利者賞　０名

立川市ボウリング愛好会　月例ＴＭ

男子　３G （９月６日）

立川市ボウリング愛好会　月例ＴＭ

女子　３G （９月６日）

参加人数　６名 参加人数　６名

参加人数　４１名　勝利者賞　１８名

参加人数　２０名

参加人数　４０名

おみやげいっぱいＴＭ　４Ｇ（９月２７日）

ウェルカムＴＭ　３Ｇ（９月２８日）

敬老の日ミニマラソンＴＭ

　６Ｇ（９月１５日）

参加人数　１３名

秋分の日　大矢プロチャレンジＴＭ

　６G （９月２３日）

参加人数２９名

漆崎愛弓チャレンジＴＭ　４G （９月２３日）

参加人数　１６名　ＫＯ賞　３名

吉野プロ　C H A L L E N G E  C O N D IT IO N  T M

４Ｇ　（９月２０日）

参加人数　１２名 参加人数　９名

平成２６年９月度　トーナメント成績

国立市ボウリング愛好会　月例ＴＭ

男子　３G （９月７日）

漆崎愛弓チャレンジＴＭ　４G （９月７日）

運命の１／２ＴＭ　４Ｇ（９月２０日）

ＳＬＣ月例会　４G （９月１３日）

参加人数　９名

国立市ボウリング愛好会　月例ＴＭ

女子　３G （９月７日）

棚橋孝太プロチャレンジＴＭ　４Ｇ（９月１５日）

モーニングＴＭ　４G （９月６日）

コカ・コーラ杯ミニマラソンＴＭ　６G （９月６日）


