
順位 選手名 賞品名 スコア 順位 選手名 賞品名 スコア

優勝 日高　弘子 ボール１４Ｐ（ウエブアグレッシブ) 776 ４７０位 吉永　浩造 ポイント券 590

準優勝 藤井　博之 ボール１５Ｐ（ステイトメントBRG) 750 ４８０位 相沢　文夫 ポイント券 588

３位 相沢　文夫 ボール１５Ｐ（ステイトメントBRG) 749 ４９０位 刈屋　隆一 ポイント券 586

４位 鎌田　武男 ボール１５Ｐ（ステイトメントBRG) 745 ５００位 青柳　千春 ドリンク３ケース 585

５位 千葉　友昭 ボール１５Ｐ（プレシジョン) 744 ５１０位 佐藤　達也 ポイント券 581

６位 森田　裕一 ボール１５Ｐ（トータルギア） 743 ５２０位 青柳　大志 ポイント券 579

７位 佐藤　　嵩 ボール１５Ｐ（メジャー オーソリティ) 743 ５３０位 五島　聖子 ポイント券 577

８位 羽鳥友紀子 ボール１５Ｐ（プレシジョン) 741 ５４０位 村松　安則 ポイント券 575

９位 千葉　和子 ポイント券 741 ５５０位 内藤　貴文 ポイント券 573

１０位 武田　弘行 ポイント券 738 ５５５位 城所　一郎 ドリンク３ケース 572

２０位 沼上　孝幸 ポイント券 713 ５６０位 青柳　千春 ポイント券 571

３０位 橋本　泰好 ポイント券 703 ５６７位 青柳　大志 ポイント券 569

４０位 森田　裕一 ポイント券 695 ５７０位 畑中　隆志 ポイント券 569

５０位 畑中　隆志 ボール１５Ｐ（ニルバーナリバース) 689 ５８０位 高橋　和彦 ポイント券 567

６０位 森田　裕一 ポイント券 683 ５９０位 米永　清人 ポイント券 566

７０位 森田　　弥 ポイント券 675 ６００位 吉永　浩造 ドリンク３ケース 562

７７位 辻　　康治 ボール１５Ｐ（ドリームオン) 672 ６１０位 橋本　泰好 ポイント券 557

８０位 関　　一昭 ポイント券 671 ６２０位 森田　　弥 ポイント券 554

９０位 奥崎　広美 ポイント券 670 ６３０位 青柳　大志 ポイント券 552

１００位 須藤　　篤 ２個入ボールバッグ 668 ６４０位 高橋　秀樹 ポイント券 550

１１０位 相沢　文夫 ポイント券 666 ６５０位 刈屋　隆一 ポイント券 545

１１１位 相沢　文夫 ドリンク３ケース 666 ６６０位 菅野　孝彦 ポイント券 540

１２０位 川辺　正一 ポイント券 665 ６６６位 須藤　　篤 ドリンク３ケース 536

１２３位 千葉　和子 ポイント券 664 ６７０位 亀田　憲一 ポイント券 536

１３０位 千葉　友昭 ポイント券 658 ６７８位 山口　幹夫 ポイント券 532

１４０位 刈屋　隆一 ポイント券 654 ６８０位 山賀　孝司 ポイント券 527

１５０位 佐藤　　嵩 ポイント券 651 ６９０位 森田　　弥 ポイント券 519

１６０位 番場　照之 ポイント券 649 ７００位 森谷　　達 ドリンク３ケース 511

１７０位 奥崎　広美 ポイント券 647 ７１０位 山賀　孝司 ポイント券 498

１８０位 畑中　隆志 ポイント券 644 ７２０位 小坪　信行 ポイント券 480

１９０位 岳藤　賢治 ポイント券 642 ７３０位 小坪　信行 ポイント券 460

２００位 齋藤　恵太 ウエア 638 ＢＢ賞 隈元　直紀 ポイント券 382

２１０位 上田　孝江 ポイント券 637 支配人賞
（５０７位）

千葉　友昭 ボトルガム 583

２２０位 森田ユキ子 ポイント券 635 １０回出場賞 青柳　大志 ポイント券＋ライオンズバケツバッグ

２２２位 森田　裕一 ドリンク３ケース 634 〃 青柳　千春 〃

２３０位 桑原　敏行 ポイント券 633 〃 大沢　　修 〃

２３４位 島村　　明 ポイント券 632 〃 亀田　憲一 〃

２４０位 高橋　和彦 ポイント券 631 〃 刈屋　隆一 〃

２５０位 平塚美智子 ポイント券 630 〃 河原　清美 〃

２６０位 高橋　秀樹 ポイント券 629 〃 川辺　正一 〃

２７０位 森田ユキ子 ポイント券 628 〃 桑原　敏行 〃

２８０位 千葉　和子 ポイント券 626 〃 小坪　信行 〃

２９０位 番場　照之 ポイント券 625 〃 齋藤　　功 〃

３００位 亀田　憲一 ２個入ボールバッグ 624 〃 佐藤　　嵩 〃

３１０位 須藤　　篤 ポイント券 621 〃 島村　　明 〃

３２０位 松井　　裕 ポイント券 619 〃 須藤　　篤 〃

３３０位 桑原　敏行 ポイント券 618 〃 高橋　俊哉 〃

３３３位 千葉　友昭 ドリンク３ケース 617 〃 高橋　秀樹 〃

３４０位 岩田　厚美 ポイント券 615 〃 竹田　蘭子 〃

３４５位 岩田　厚美 ポイント券 614 〃 千葉　和子 〃

３５０位 清水　道安 ポイント券 613 〃 千葉　友昭 〃

３６０位 森田ユキ子 ポイント券 612 〃 橋本　泰好 〃

３７０位 大沢　　修 ポイント券 610 〃 畑中　隆志 〃

３８０位 森田ユキ子 ポイント券 608 〃 番場　照之 〃

３９０位 川辺　正一 ポイント券 605 〃 藤井　博之 〃

４００位 竹田　蘭子 ドリンク３ケース 603 〃 森田　　弥 〃

４１０位 山賀　孝司 ポイント券 600 〃 山口　幹夫 〃

４２０位 村田　欣司 ポイント券 599 〃 米永　清人 〃

４３０位 米永　清人 ポイント券 598 ３０回出場賞 森田　裕一 ポイント券＋ボールメンテナンスセット

４４０位 渡辺　　直 ポイント券 597 〃 森田ユキ子 〃

４４４位 畑中　隆志 ドリンク３ケース 595 最多出場賞 相沢　文夫 ポイント券＋シューズ

４５０位 竹田　蘭子 ポイント券 594 スクラッチ優勝 鎌田　武男 ウエア 745

４５６位 奥崎　広美 ポイント券 593 スクラッチ準優勝 武田　弘行 ボトルガム 738

４６０位 相沢　文夫 ポイント券 592 スクラッチ３位 藤井　博之 アクセサリーバッグ 726

女性トップ賞 日高　弘子 アクセサリーバッグ 776

※入賞されましたお客様は、賞品をお渡し致しますので、フロントスタッフまでお願い致します。※尚、賞品の変更・ボールの重さ等はできません。

開場５０周年記念　所沢スターレーンカップ入賞者一覧

（敬称略）

※賞品は９月７日より随時お渡し致します。※賞品ボールに関しましては、当センターでドリルされる場合、別途ドリル代を頂戴致します。


