
優勝 水津　和子 939 優勝 米村親子 1702 優勝 垣迫　伸一 638 優勝 諌山　直喜 675 優勝 町田　直哉 633

準優勝 筒井　愼一 866 準優勝 松林・長野 1643 準優勝 藤井　文子 618 準優勝 谷口　悟 660 準優勝 目黒　幸則 630

第三位 曽根　誠子 853 第三位 日高・田中健 1631 第三位 上元　達雄 606 第三位 原田　康義 654 第三位 平松　静子 627

Ｈ／Ｇ 米村　和男 257 Ｈ／Ｇ 垣迫　伸一 227 Ｈ／Ｇ 原田　康義 266 Ｈ／Ｇ 町田　直哉 255 プロチーム

個人１位 米村　和男 722 勝者 原田康義(-16) 493 勝者 垣迫伸一(-10) 514 プロ 三池丹揮プロ 386 チームＨＧ

優勝 田丸　五月 897 優勝 原田　康義 662 優勝 諌山　直喜 625 優勝 原田　康義 672 優勝 黒瀬・入江

準優勝 真角　信子 887 準優勝 山村　洋 641 準優勝 古賀　天津雄 620 準優勝 和多　智恵子 623 準優勝 城戸・田中拓

第三位 石山　幸利 873 第三位 山村　レイ子 623 第三位 谷口　久美子 620 第三位 山上　善子 619 第三位 石山幸・廣井

Ｈ／Ｇ 城戸　貴充 254 Ｈ／Ｇ 原田　康義 283 Ｈ／Ｇ 谷口　久美子 279 Ｈ／Ｇ 原田　康義 247

プロ 三池丹揮プロ 904 勝者 諌山直喜(-20) 605 勝者 原田康義(-26) 523 勝者 古賀天津雄(-20) 523

優勝 谷口　久美子 707 優勝 山上　善子 644 優勝 香月　正樹 637 優勝 城戸　貴充 優勝 木下　敏幸 671

準優勝 田中　美知男 647 準優勝 佐藤　静香 628 準優勝 松林　久 630 準優勝 石川　勇二郎 準優勝 谷口　悟 641

第三位 鳥居　スミ江 636 第三位 浦田　清美 623 第三位 曽根　誠子 623 第三位 門田　吉之助 第三位 浦田　清美 628

Ｈ／Ｇ 谷口　久美子 257 Ｈ／Ｇ 松林　久 238 Ｈ／Ｇ 松林　久 214 Ｈ／Ｇ 山田　慎太朗 235

勝者 山上善子(+13) 515 勝者 谷口久美子(-12) 502 勝者 山上善子(+3) 454 勝者 渕上賀代子(+33) 500 個人１位

優勝 黒瀬　尚 725 優勝 上元　達雄 673 優勝 城戸　貴充 662 優勝 長尾　健汰 650 . 優勝 松林　久 663

準優勝 仲江　公子 647 準優勝 米村　公希 672 準優勝 槇野　武 653 準優勝 板尾　正敬 642 準優勝 高村　邦子 650

第三位 高村　邦子 643 第三位 青柳　雄祐 633 第三位 寺村　殖 577 第三位 田中　美知男 579 第三位 松井　記弘 636

Ｈ／Ｇ 黒瀬　尚 279 Ｈ／Ｇ 上元　達雄 236 Ｈ／Ｇ 城戸　貴充 278 Ｈ／Ｇ 長尾　健汰 234 Ｈ／Ｇ 松林　久 235

勝者 浦田清美(-12) 488 勝者 原田康義(-36) 489 勝者 板尾正敬(-20) 553 勝者 城戸貴充(-20) 554 勝者 上元達雄(-10) 541

優勝 田代　秀幸 650 優勝 上元達・上元久 1607 優勝 小鶴　景子 903 優勝 山本　久子 636 優勝 丸山　英治 888

準優勝 田中　京子 629 準優勝 高村・藤浦 1607 準優勝 城戸　貴充 899 準優勝 山村　レイ子 619 準優勝 松村　憲次 856

第三位 内田　浩一 623 第三位 稲荷・溝田渉 1600 第三位 丸山　英治 849 第三位 松井　記弘 616 第三位 田中　美知男 856

Ｈ／Ｇ 田代　秀幸 233 Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 246 Ｈ／Ｇ 原田　康義 226

勝者 高村邦子(+23) 540 個人１位 上元　久子 656 勝者 田代秀幸(+3) 539

優勝 佐田　幸彦 936 優勝 諌山　直喜 690 優勝 寺村　殖 950 優勝 松崎　昭則 689 優勝 渡部　洋司 944

準優勝 板尾　正敬 906 準優勝 浦田　清美 619 準優勝 籾井　是朝 911 準優勝 仲野　勇 674 準優勝 上元　達雄 868

第三位 藤浦　和敏 905 第三位 安光　勝 619 第三位 丸山　英治 898 第三位 永松　由衣 640 第三位 長尾　健汰 859

Ｈ／Ｇ 板尾　正敬 248 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 246  Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 269

プロ 三池丹揮プロ 889 スタッフ 武田美穂(+10) 408  プロ 三池丹揮プロ 531

優勝 城戸　貴充 優勝 本松　和代 617 優勝 野村　正人 866 優勝 村上恵理チーム
溝田月・岩川・野見山・原田・渡邉 4799 優勝 中山　美津子 643

準優勝 塚本　浩子 準優勝 佐藤　静香 615 準優勝 仲野　正子 812 準優勝 松持常務チーム
日高・田中健・森・城戸貴・花田 4792 準優勝 諌山　直喜 627

第三位 門田　吉之輔 第三位 高村　邦子 610 第三位 上元　久子 808 第三位 谷口副支配人チーム
高村・尾形・内野・坂井・谷口 4762 第三位 垣迫　伸一 618

Ｈ／Ｇ 山田　慎太朗 223 Ｈ／Ｇ 永松　由衣 255 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 238

勝者 松井記弘(0) 506 個人１位 森　政信 911 スタッフ 村上恵理(-10) 633

優勝 水津　和子 676 優勝 稲荷設備チーム
稲荷次広・溝田渉・入江俊英 1923 優勝 諌山　直喜 648 優勝 原田　康義 625 優勝 上元　久子 839

準優勝 山田　慎太朗 626 準優勝 福生産業チーム
松崎昭則・松崎真澄・柳田清 1844 準優勝 上元　久子 613 準優勝 浦田　清美 614 準優勝 松村　憲次 838

第三位 西村　勝典 606 第三位 クラウドチーム
田中健二・岩橋幸徳・永松由衣 1833 第三位 松林　久 610 第三位 木下　敏幸 614 第三位 諌山　直喜 828

Ｈ／Ｇ 水津　和子 240 Ｈ／Ｇ 溝田　渉 268 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 246 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 248

プロ 三池丹揮プロ 533 個人１位 上野　正人 704 勝者 高村邦子(+13) 513 勝者 諌山直喜(-30) 559

優勝 高村・谷後 1707 優勝 野見山　俊介 675 優勝 高村　邦子 684 優勝 松林　久 912 優勝 小鶴　景子 695

準優勝 城戸貴・石山幸 1626 準優勝 田中　京子 636 準優勝 小鶴　景子 639 準優勝 溝田　月輝 872 準優勝 松井　記弘 680

第三位 日高・田中健 1598 第三位 木下　敏幸 634 第三位 浦田　清美 620 第三位 小鶴　景子 866 第三位 松崎　昭則 672

Ｈ／Ｇ 丸山　英治 243 Ｈ／Ｇ 野見山　俊介 225 Ｈ／Ｇ 浦田　清美 226 Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 244

個人１位 高村　邦子 707 勝者 浦田清美(-22) 508 勝者 野見山俊介(+19) 540 スタッフ 桑田翔(+10) 456

優勝 上元　達雄 652 優勝 佐藤　静香 654 優勝 さくらクラブ 1843 優勝 安藤　忠 649 優勝 原田　康義 659

準優勝 松井　記弘 633 準優勝 田代　秀幸 635 準優勝 コスモスクラブ 1812 準優勝 古後　京子 635 準優勝 尾上　博久 637

第三位 平野　のり子 623 第三位 熊谷　みち江 626 第三位 フライデークラブ 1798 第三位 内野　琢巳 633 第三位 野見山　俊介 632

Ｈ／Ｇ 垣迫　伸一 245 Ｈ／Ｇ 原田　康義 225

勝者 高村邦子(+3) 452 勝者 上元達雄(-20) 518
Ｈ／Ｇ 高木　彬 208 　 安藤　忠

Ｈ／Ｇ 溝田　渉 236

 勝者に挑戦（諌山）②
◆　５月２１日（土）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ 山田　慎太朗 258

今治・飯塚親善大会
◆　５月１４日（土）　４Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ 渡部　洋司 248

ＬＡＮＤ ＰＡＲＫ ◆ ＮＥＷＳ　５月1日 ～ 5月28日勝者に挑戦　大 会 成 績

三池プロをやっつけろ！
◆　５月１２日（木）　３Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　５月２日（月）　３Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（夜の部）　◆
５月１日（日）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

桂川町ボウリング協会月例会
◆　５月１日（日）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（原田）①
◆　５月２日（月）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（垣迫）②
◆　５月２日（月）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（諌山）①
◆　５月３日（火）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（古賀）③
◆　５月３日（火）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（原田）②
◆　５月３日（火）　３Ｇ　◆

三池丹揮プロチャレンジマッチ
◆　５月２日（月）　４Ｇ　◆

ダブルストーナメント
◆　５月３日（火）　４Ｇ＋決勝　◆

スプリングトーナメント
◆　５月４日（土）　６Ｇ＋決勝　◆

 勝者に挑戦（浦田）②
◆　５月５日（水）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（原田）③
◆　５月５日（水）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（谷口）②
◆　５月４日（水）　３Ｇ　◆

 夜の勝者に挑戦（板尾）①
◆　５月５日（水）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（山上）①
◆　５月４日（水）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（高村）
◆　５月２６日（木）　３Ｇ　◆

ふれあい月例会★個人表彰
◆　５月２６日（木）　３Ｇ　◆

ふれあい月例会★チーム表彰
◆　５月２６日（木）　３Ｇ　◆

フレアワーナイト
◆　５月２７日（金）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ

三池丹揮プロチャレンジマッチ
◆　５月８日（日）　４Ｇ　◆

ＪＢＣ月例会
◆　５月１１日（水）　４Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（夜の部）　◆
5月21日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

 勝者に挑戦（浦田）①
◆　５月２２日（日）　３Ｇ　◆

社員に挑戦（武田）
◆　５月１１日（水）　３Ｇ　◆

コカ・コーラ杯職場対抗ボウリング大会
◆　5月19日（木）　３Ｇ　3人チーム◆

 勝者に挑戦（松井）
◆　５月１５日（土）　３Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　５月１９日（木）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（高村）①
◆　５月２１日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（山上）③
◆　５月４日（水）　３Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（昼の部）　◆
５月７日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

 勝者に挑戦（野見山）②
◆　５月２２日（日）　３Ｇ　◆

飯塚市ボウリング協会会長杯
◆　５月２２日（日）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（上元）
◆　５月２８日（土）　３Ｇ　◆

224

社員に挑戦（桑田）
◆　５月２５日（水）　３Ｇ　◆

友の会月例会（夜の部）
◆　５月７日（土）　４Ｇ　◆

飯塚市ボウリング協会月例会
◆　５月８日（日）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（田代）
◆　５月８日（日）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（上元）①
◆　５月７日（土）　３Ｇ　◆

友の会月例会（昼の部）
◆　５月２１日（土）　４Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ 溝田　月輝 258

嘉麻市ボウリング協会月例会
◆　５月１５日（日）　４Ｇ　◆

社員に挑戦（村上）
◆　５月１８日（水）　３Ｇ　◆

社員とともに！！
◆5月15日（日）　６人チーム戦・４Ｇ◆

Ｈ／Ｇ 古賀　天津雄 224

Ｈ／Ｇ 谷口　久美子 229

Ｈ／Ｇ 城戸　貴充 287 Ｈ／Ｇ 丸山　英治 279

 勝者に挑戦（高村）②
◆　５月７日（土）　３Ｇ　◆

ランドパークトーナメント
◆　５月１４日（土）　４Ｇ＋決勝　◆

 夜の勝者に挑戦（城戸）②
◆　５月５日（水）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（渕上）①
◆　５月５日（水）　３Ｇ　◆


