
優勝 諌山　直喜 670 優勝 渕上　賀代子 696 優勝 本松　和代 654 優勝 城戸　貴充 優勝 金丸　広子 666

準優勝 田中　京子 659 準優勝 小鶴　景子 639 準優勝 渕上　賀代子 653 準優勝 丸山　英治 準優勝 本松　和代 630

第三位 松崎　真澄 653 第三位 山上　善子 632 第三位 小鶴　景子 635 第三位 谷後　敏一 第三位 渕上　賀代子 627

Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 257 Ｈ／Ｇ 小鶴　景子 215 Ｈ／Ｇ 溝田　渉 243 Ｈ／Ｇ 谷口　悟 236 プロチーム

勝者 垣迫伸一(-17) 403 勝者 諌山直喜(-20) 491 スタッフ 佐伯甲介(-20) 379 スタッフ 武田美穂(+10) 482 チームＨＧ

優勝 梶原　洋子 891 優勝 藤浦　和敏 860 優勝 溝口　菊枝 677 優勝 石岡　直樹 905 優勝 仲野　勇 653

準優勝 金丸　広子 876 準優勝 石山　幸利 855 準優勝 原田　拓美 637 準優勝 藤浦　和敏 898 準優勝 仲野　正子 647

第三位 平松　静子 864 第三位 城戸　貴充 832 第三位 山村　洋 635 第三位 溝田　月輝 891 第三位 浦田　清美 642

Ｈ／Ｇ 山村　洋 230 Ｈ／Ｇ 浦田　清美 252

スタッフ 武田美穂(+10) 488 プロ 三池丹揮プロ 519

優勝 小畑　和廣 627 優勝 原田　康義 707 優勝 高村　邦子 697 優勝 花田・組坂 優勝 眞木　美代子 651

準優勝 木下　敏幸 620 準優勝 本松　和代 657 準優勝 上元　久子 667 準優勝 黒瀬・齊藤 準優勝 熊谷　みち江 649

第三位 原田　康義 618 第三位 井流　俊美 627 第三位 平野　のり子 657 第三位 石山幸・廣井 第三位 佐藤　静香 624

Ｈ／Ｇ 木下　敏幸 230 Ｈ／Ｇ 原田　康義 252 Ｈ／Ｇ 高村　邦子 233 Ｈ／Ｇ 板尾　正敬 214

勝者 渕上賀代子(+32) 462 勝者 木下敏幸（-6) 493 スタッフ 谷口副支配人(-30) 441 スタッフ 原田康義(-17) 512 個人１位

優勝 山本　久子 861 優勝 板尾　正敬 664 優勝 諌山　直喜 651 優勝 小鶴　景子 608 . 優勝 勝木　良行 684

準優勝 松村　憲次 856 準優勝 日高　秀昭 640 準優勝 黒川　紀子 647 準優勝 手塚　保幸 606 準優勝 立藤　千枝美 615

第三位 山村　洋 851 第三位 山村　レイ子 629 第三位 平野　のり子 633 第三位 浦田　清美 602 第三位 山上　善子 612

Ｈ／Ｇ 板尾　正敬 300 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 243 Ｈ／Ｇ 浦田　清美 248

勝者 藤浦和利（-16) 491 スタッフ 桑田　翔(+10) 458 プロ 三池丹揮プロ 436

優勝 浅田　てる子 656 優勝 眞木　美代子 655 優勝 松村・谷口悟 1620 優勝 角屋　光義 816 優勝 平松　静子 631

準優勝 田中　京子 639 準優勝 浦田　清美 641 準優勝 上元達・上元久 1619 準優勝 槇野　武 811 準優勝 仲江　公子 628

第三位 小鶴　景子 618 第三位 川上　睦雄 593 第三位 井流・小鶴 1597 第三位 山上　善子 787 第三位 手塚　保幸 611

Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 221 Ｈ／Ｇ 川上　睦雄 231 Ｈ／Ｇ 上元　達雄 236 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 242

勝者 眞木美代子(+24) 530 勝者 浅田てる子(+11) 491 個人１位 上元　達雄 642 プロ 長谷川真実プロ 451

優勝 松井　記弘 654 優勝 山村　洋 630 優勝 田川市役所チーム
宮本信吾・米田真弓・上野正人 1812 優勝 田代　秀幸 897 優勝 山上　善子 654

準優勝 西野　数廣 651 準優勝 高村　邦子 620 準優勝 セブンテンチーム
石山幸利・石山貴絵・城戸貴充 1793 準優勝 浦田　清美 878 準優勝 松崎　昭則 641

第三位 辻本　みどり 635 第三位 西村　千美子 603 第三位 丸山住宅チーム
丸山英治・長尾健汰・石岡直樹 1787 第三位 西野　数廣 854 第三位 田中　京子 625

Ｈ／Ｇ 西野　数廣 235 Ｈ／Ｇ 山村　洋 211 Ｈ／Ｇ 長尾　健汰 258  Ｈ／Ｇ 浦田　清美 262 Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 236

スタッフ 村上恵理(0) 541 プロ 三池丹揮プロ 485 個人１位 城戸　貴充 681  スタッフ 武田美穂(+10) 597 勝者 浦田清美(-14) 425

優勝 谷口　悟 646 優勝 板尾　正敬 832 優勝 黒瀬・入江 優勝 藤浦　和敏 653 優勝 石井　薫 878

準優勝 鳥居　スミ江 636 準優勝 原田　康義 775 準優勝 花田・組坂 準優勝 西村　勝典 648 準優勝 上元　久子 868

第三位 原田　康義 621 第三位 西園　昭生 769 第三位 寺村・板尾 第三位 浦田　清美 642 第三位 青柳　笑香 826

Ｈ／Ｇ 谷口　悟 242 Ｈ／Ｇ 藤永　利男 256

勝者 山上善子(+14) 508 スタッフ 村上恵理(+10) 537

優勝 松持常務チーム
日高・田中健・森・花田・組坂 4764 優勝 鳥居　スミ江 646 優勝 諌山　直喜 712 優勝 田代　秀幸 631 優勝 フライデークラブ 1832

準優勝 浅田支配人チーム
藤浦・廣井・柳田・城丸・岩橋 4751 準優勝 諌山　直喜 644 準優勝 松崎　昭則 666 準優勝 吉村　福子 626 準優勝 さくらんぼクラブ 1796

第三位 村上恵理チーム
長尾脩・渡邉・北原・岩川・野見山 4731 第三位 渡辺　潔 634 第三位 浦田　清美 632 第三位 垣迫　伸一 621 第三位 えりーぐクラブ 1784

Ｈ／Ｇ 渡邉　翔 279 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 233 Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 257

個人１位 北原　泰輔 965 スタッフ 佐伯甲介(-20) 581 プロ 三池丹揮プロ 453

優勝 浦田　清美 618 優勝 諌山　直喜 997 優勝 日高　秀昭 927 優勝 松井　記弘 638 優勝 原田　康義 722

準優勝 松林　久 615 準優勝 西村　勝典 861 準優勝 城戸　貴充 898 準優勝 川上　睦雄 636 準優勝 槇野　武 627

第三位 高橋　秋男 615 第三位 原田　康義 834 第三位 田中　健二 896 第三位 上元　達雄 623 第三位 本松　和代 595

Ｈ／Ｇ 松林　久 259 Ｈ／Ｇ 城戸　貴充 258 Ｈ／Ｇ 槇野　武 235 Ｈ／Ｇ 原田　康義 256

スタッフ 浅田支配人(-40) 604 プロ 三池丹揮プロ 877 勝者 原田康義(-27) 469 勝者 松井記弘(0) 480

優勝 原田　康義 668 優勝 城戸貴・長尾健 1652

準優勝 渡辺　潔 653 準優勝 組坂・松林 1641

第三位 梶原　洋子 642 第三位 米村公・濱内 1617

Ｈ／Ｇ 原田　康義 243 Ｈ／Ｇ 石山　幸利 247

スタッフ 村上恵理(0) 490 個人１位 城戸　貴充 665

255

ＬＡＮＤ ＰＡＲＫ ◆ ＮＥＷＳ　4月1日勝者に挑戦～4月30日　大 会 成 績

ボウリングの日★社員に挑戦（武田）
◆　４月２２日（金）　４Ｇ　◆

社員に挑戦（武田）
◆　４月３日（日）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（諌山）②
◆　４月２日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（垣迫）①
◆　４月２日（土）　３Ｇ　◆

社員に挑戦（佐伯）
◆　４月２日（土）　３Ｇ　◆

ランドパークトーナメント
◆　４月２日（土）　４Ｇ＋決勝　◆

ストライクチャレンジマッチ
◆　４月３日（日）　４Ｇ　◆

ＪＢＣ月例会
◆　４月６日（水）　４Ｇ　◆

社員に挑戦（武田）
◆　４月６日（水）　３Ｇ　◆

桂川町ボウリング協会月例会
◆　４月３日（日）　４Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　４月７日（木）　３Ｇ　◆

ダブルストーナメント
◆　４月９日（土）　４Ｇ＋決勝　◆

岩川　富廣 246

飯塚市ボウリング協会月例会
◆　４月３日（日）　４Ｇ　◆

勝者に挑戦（藤浦）夜の部
◆　４月１０日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（木下）②
◆　４月９日（土）　３Ｇ　◆

社員に挑戦（桑田）
◆　４月１３日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（渕上）①
◆　４月９日（土）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ

Ｈ／Ｇ 松村　憲次

社員に挑戦（村上）
◆　４月３０日（土）　３Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（夜の部）　◆
4月30日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

三池プロをやっつけろ！
◆　４月２８日（木）　３Ｇ　◆

社員に挑戦（村上）
◆　４月２０日（水）　３Ｇ　◆

コカ・コーラ杯職場対抗ボウリング大会
◆　4月21日（木）　３Ｇ　3人チーム◆

社員に挑戦（浅田）
◆　４月２９日（金）　３Ｇ　◆

直方市ボウリング協会月例会
◆　４月２９日（金）　４Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　４月２１日（木）　３Ｇ　◆

社員に挑戦（佐伯）
◆　４月２７日（日）　３Ｇ　◆

友の会月例会（昼の部）
◆　４月２３日（土）　４Ｇ　◆

社員とともに！！
◆4月24日（日）　６人チーム戦・４Ｇ◆

社員に挑戦（谷口）
◆　４月９日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（浅田）②
◆　４月１６日（土）　３Ｇ　◆

三池丹揮プロチャレンジマッチ
◆　４月２９日（金）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（原田）①
◆　４月３０日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（松井）②
◆　４月３０日（土）　３Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（昼の部）　◆
4月16日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

長谷川プロをやっつけろ！
◆　４月１８日（月）　３Ｇ　◆

友の会月例会（夜の部）
◆　４月１６日（土）　４Ｇ　◆

 フレアワーナイト
◆　４月１５日（金）　３Ｇ　◆

勝者に挑戦（原田）
◆　４月１０日（日）　３Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　４月１４日（木）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ 勝木　良行 250

 勝者に挑戦（眞木）①
◆　４月１６日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（山上）②
◆　４月２３日（土）　３Ｇ　◆

ダブルストーナメント
◆　４月２３日（土）　４Ｇ＋決勝　◆

Ｈ／Ｇ 槇野　武 226

Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 259 Ｈ／Ｇ 石山　幸利 305

 勝者に挑戦（浦田）①
◆　４月２３日（土）　３Ｇ　◆

嘉麻市ボウリング協会月例会
◆　４月２４日（日）　４Ｇ　◆

社員に挑戦（村上）
◆　４月２４日（土）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 278

Ｈ／Ｇ 山村　洋 244Ｈ／Ｇ 板尾　正敬 225

Ｈ／Ｇ 垣迫　伸一 221

ふれあい月例会★個人表彰
◆　４月２８日（木）　３Ｇ　◆

ふれあい月例会★チーム表彰
◆　４月２８日（木）　３Ｇ　◆

フリータイムコンペ開催！！！ ６月１日～ ７月３１日 


