
順位 選手名 賞品名 スコア 順位 選手名 賞品名 スコア

優勝 橋本　泰好 ボール15P（ナノデスアキュライズ７） 812 ４２０位 高山　弘行 ポイント券 596

準優勝 相沢　文夫 ボール15P（オムニソリッド） 786 ４３０位 佐藤　　嵩 ポイント券 593

３位 橋本　泰好 ボール15P（スコーピオンハイブリッド） 785 ４４０位 竹田　蘭子 ポイント券 590

４位 青柳　千春 ボール14P（ｵｰﾃﾞｨﾅﾝｽC4） 773 ４４４位 荒海　敏彦 ドリンク３ケース 589

５位 岩田　厚美 ボール15P（フュジティブソリッド） 761 ４５０位 須藤　　篤 ポイント券 586

６位 千葉　友昭 ボール15P（ラティチュードパール） 754 ４５２位 笹原　　誠 ダブルトート（ﾊﾝﾏｰ） 585

７位 橋本　泰好 ボール15P（リデンプション） 741 ４５６位 細木　芳江 ポイント券 585

８位 糸賀　祥雄 エボナイトウエア（Ｓ） 741 ４６０位 平塚美智子 ポイント券 584

９位 橋本　泰好 スティールウエア（ＸＬ） 740 ４７０位 東井　直美 ポイント券 582

１０位 笹原　　誠 ポイント券 738 ４８０位 田畑　鈴子 ポイント券 579

２０位 田中　　誠 ポイント券 718 ４９０位 久保眞由美 ポイント券 576

３０位 桑原　敏行 ポイント券 710 ５００位 森田　裕一 ドリンク３ケース 575

４０位 千葉　友昭 ポイント券 706 ５１０位 桑原　敏行 ポイント券 573

５０位 原　　美代 ポイント券 698 ５２０位 森田　裕一 ポイント券 570

５２位 番場　照之 ボール15P（オムニハイブリッド） 696 ５３０位 青柳　大志 ポイント券 567

６０位 須藤　　篤 ポイント券 692 ５４０位 千葉　和子 ポイント券 565

７０位 青柳　千春 ポイント券 688 ５５０位 東井　直美 ポイント券 562

７７位 西山　　太 ボール15P（プルーフ） 685 ５５２位 千葉　和子 スティールウエア（Ｓ） 561

８０位 竹田　蘭子 ポイント券 683 ５５５位 笹原　　誠 ドリンク３ケース 560

９０位 森田　　弥 ポイント券 678 ５６０位 田畑　鈴子 ポイント券 557

１００位 涌井　栄児 ドリンク３ケース 673 ５６７位 横山　知久 ポイント券 554

１１０位 伊藤　春行 ポイント券 669 ５７０位 須藤　翔馬 ポイント券 553

１１１位 森田　裕一 ドリンク３ケース 669 ５８０位 佐生　吉春 ポイント券 549

１２０位 森田　　弥 ポイント券 666 ５９０位 片倉　成浩 ポイント券 544

１２３位 涌井　栄児 ポイント券 665 ６００位 番場　照之 ドリンク３ケース 539

１３０位 久保眞由美 ポイント券 663 ６１０位 伊藤　久夫 ポイント券 530

１４０位 岡部　俊幸 ポイント券 661 ６２０位 高橋　宏征 ポイント券 517

１５０位 千葉　友昭 ポイント券 657 ６３０位 青木　智哉 ポイント券 506

１５２位 番場　照之 ダブルトート（ﾊﾝﾏｰ） 657 ６４０位 齋藤　淳史 ポイント券 482

１６０位 糸賀　祥雄 ポイント券 654 ＢＢ賞 齋藤　淳史 プリングルス1ケース 443

１７０位 小野　知行 ポイント券 653 支配人賞
（５０７位）

徳武　隆子 プリングルス1ケース 574

１８０位 吉澤　昌行 ポイント券 652 １０回出場賞 青柳　大志 ポイント券＋クリーナーワイプ

１９０位 平塚美智子 ポイント券 650 〃 青柳　千春 〃

２００位 竹田　蘭子 ドリンク３ケース 648 〃 伊藤　春行 〃

２１０位 千葉　友昭 ポイント券 645 〃 糸賀　祥雄 〃

２２０位 笹原　　誠 ポイント券 643 〃 桑原　敏行 〃

２２２位 原　　美代 ドリンク３ケース 643 〃 笹原　　誠 〃

２３０位 須藤　翔馬 ポイント券 641 〃 佐野　繁司 〃

２３４位 桑原　敏行 ポイント券 640 〃 島村　　明 〃

２４０位 鈴木　清美 ポイント券 639 〃 菅原　秀一 〃

２５０位 岩田　厚美 ポイント券 636 〃 須藤　　篤 〃

２５２位 竹田　蘭子 ダブルトート（ﾊﾝﾏｰ） 636 〃 須藤　翔馬 〃

２６０位 笹原　　誠 ポイント券 633 〃 橋本　泰好 〃

２７０位 青柳　大志 ポイント券 630 〃 原　　美代 〃

２８０位 青柳　大志 ポイント券 628 〃 番場　照之 〃

２９０位 五島　聖子 ポイント券 626 〃 日高　弘子 〃

３００位 竹田　蘭子 ボール15P（イン２イション） 623 〃 森田　　弥 〃

３１０位 岩崎　　毅 ポイント券 621 〃 山口　幹夫 〃

３２０位 菅原亜希子 ポイント券 620 〃 涌井　栄児 〃

３３０位 久保眞由美 ポイント券 617 ２０回出場賞 久保眞由美 ポイント券＋ｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙﾊﾟｯｸ

３３３位 川原　慎也 ドリンク３ケース 616 〃 竹田　蘭子 〃

３４０位 片倉　成浩 ポイント券 615 〃 千葉　和子 〃

３４５位 竹田　蘭子 ポイント券 614 〃 畑中　隆志 〃

３５０位 佐野　繁司 ポイント券 612 〃 森田　裕一 〃

３５２位 當間　裕治 ダブルトート（ﾊﾝﾏｰ） 611 〃 森田ユキ子 〃

３６０位 吉永　浩造 ポイント券 610 最多出場賞 相沢　文夫 ポイント券＋スティールウエア

３７０位 高山　弘行 ポイント券 608 〃 千葉　友昭 〃

３８０位 須藤　翔馬 ポイント券 605 スクラッチ優勝 橋本　泰好 ダブルトート（ﾊﾝﾏｰ） 812

３９０位 糸賀　祥雄 ポイント券 602 スクラッチ準優勝 岩田　厚美 シャミー 749

４００位 相沢　文夫 ドリンク３ケース 601 スクラッチ３位 相沢　文夫 シャミー 747

４１０位 千葉　和子 ポイント券 598 女性トップ賞 青柳　千春 シャミー 773

※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５２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１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。

※スクラッチ優勝～３位までは各自１回までとさせていただきました。


