
優勝 丸山・石岡 優勝 佐藤　静香 625 優勝 西村　勝典 847 優勝 田丸　五月 858 優勝 松浦　一郎 683

準優勝 谷後・塚本 準優勝 藤浦　和敏 616 準優勝 藤浦　和敏 846 準優勝 城戸　貴充 856 準優勝 諌山　直喜 681

第三位 藤浦・槇野 第三位 松井　記弘 605 第三位 山村　レイ子 818 第三位 長野　敏文 840 第三位 上元　達雄 658

Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 227 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 255 プロチーム

勝者 原田康義（-46） 447 スタッフ 武田美穂(+10) 479 チームＨＧ

優勝 板尾　正敬 1025 優勝 上元　久子 701 優勝 高村　邦子 683 優勝 原田　康義 702 優勝 板尾　正敬 689

準優勝 溝田　月輝 1001 準優勝 浦田　清美 684 準優勝 諌山　直喜 665 準優勝 田中　美知男 694 準優勝 松村　憲次 683

第三位 小鶴　景子 999 第三位 松村　憲次 671 第三位 木下　敏幸 650 第三位 浦田　清美 675 第三位 山村　洋 667

Ｈ／Ｇ 目黒　幸則 245 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 257 Ｈ／Ｇ 田中　美知男 257 Ｈ／Ｇ 松村　憲次 247

プロ 三池丹揮プロ 533 勝者 松井記弘（+11） 627 勝者 高村邦子（+32） 586 勝者 原田康義（-6） 643

優勝 組坂・松林 1753 優勝 松井　記弘 680 優勝 上元　達雄 992 優勝 石山　幸利 949 優勝 原田　康義 685

準優勝 城戸貴・溝田渉 1749 準優勝 浦田　清美 654 準優勝 吉次　秀光 889 準優勝 長野　敏文 939 準優勝 尾形　治 684

第三位 廣井・石山幸 1738 第三位 曽根　誠子 621 第三位 小鶴　景子 886 第三位 小鶴　景子 938 第三位 城戸　貴充 675

Ｈ／Ｇ 組坂　昭博 279 Ｈ／Ｇ 浦田　清美 258 Ｈ／Ｇ 永松　由衣 277 Ｈ／Ｇ 原田　康義 267

個人１位 組坂　昭博 749 勝者 垣迫伸一（+3） 646 プロ 三池丹揮プロ 817 スタッフ 桑田　翔(+10) 515 個人１位

優勝 松崎　昭則 717 優勝 川上　睦雄 677 優勝 花田　寛之 684 優勝 藤井・小谷 1689 . 優勝 廣井　道隆 934

準優勝 西園　昭生 698 準優勝 木下　敏幸 656 準優勝 小鶴　景子 653 準優勝 上元・上元 1614 準優勝 小鶴　景子 881

第三位 浦田　清美 645 第三位 西村　勝典 654 第三位 西園　昭生 651 第三位 梶原・手塚 1606 第三位 田丸　五月 862

Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 266 Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 258 Ｈ／Ｇ 垣迫　伸一 222 Ｈ／Ｇ 谷口　悟 648

プロ 三池丹揮プロ 522 勝者 松井記弘（+1） 442 勝者 川上睦雄（+1） 510 個人１位 谷口　悟 210

優勝 高村　邦子 674 優勝 米村　公希 934 優勝 岩川・藤浦 優勝 松井　記弘 673 優勝 山田　慎太朗 688

準優勝 谷口　悟 658 準優勝 浦田　清美 926 準優勝 松林・長野 準優勝 板尾　正敬 668 準優勝 小川　眞由美 655

第三位 槇野　武 638 第三位 上元　達雄 922 第三位 日高・田中健 第三位 仲江　公子 660 第三位 田中　京子 638

Ｈ／Ｇ 浦田　清美 231 Ｈ／Ｇ 浦田　清美 247 Ｈ／Ｇ 山田　慎太朗 247

勝者 西園昭生（+27） 513 スタッフ 武田美穂（+10） 479 勝者 高村邦子（+22） 566

優勝 とんちんかんチーム
石山幸利・石山貴絵・城戸貴充 1921 優勝 松井　記弘 710 優勝 諌山　直喜 714 優勝 上元　久子 997 優勝 石岡・城戸貴 1802

準優勝 クラウドチーム
田中健二・永松由衣・岩橋幸徳 1883 準優勝 原田　康義 707 準優勝 浦田　清美 686 準優勝 目黒　幸則 932 準優勝 石山・廣井 1776

第三位 福岡生コンＡチーム
中尾征馬・寺村殖・松永裕明 1872 第三位 松崎　真澄 697 第三位 田中　美知男 639 第三位 溝田　渉 873 第三位 日高・田中健 1746

Ｈ／Ｇ 宮本　信吾 268 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 246 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 265  Ｈ／Ｇ 石岡　直樹 267

個人１位 松永　裕明 712 勝者 田中京子（+31） 506 勝者 松井記弘（-9） 451  個人１位 石山　幸利 713

優勝 松井　記弘 665 優勝 野見山　雅成 905 優勝 長尾　健汰 672 優勝 原田　康義 896 優勝 松崎　昭則 649

準優勝 佐藤　静香 637 準優勝 浦田　清美 860 準優勝 塚原　昭一 652 準優勝 平田　多美子 875 準優勝 仲野　正子 638

第三位 松崎　真澄 629 第三位 西園　昭生 857 第三位 藤浦　和敏 648 第三位 上元　久子 860 第三位 谷後　敏一 630

Ｈ／Ｇ 松井　記弘 230 Ｈ／Ｇ 長尾　健汰 267 Ｈ／Ｇ 原田　康義 266 Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 259

勝者 浦田清美（+1） 682 プロ 三池丹揮プロ 451 スタッフ 村上恵理（-10） 711 プロ 三池丹揮プロ 459

優勝 藤浦　和敏 654 優勝 西村　勝典 672 優勝 浦田　清美 676 優勝 中村　政紀 670 優勝 板尾　正敬 953

準優勝 野見山　雅成 642 準優勝 上元　達雄 640 準優勝 眞木　美代子 647 準優勝 上元　久子 658 準優勝 石岡　直樹 912

第三位 勝木　良行 630 第三位 田中　美知男 636 第三位 原田　康義 627 第三位 浦田　清美 647 第三位 日高　秀昭 908

Ｈ／Ｇ 木下　敏幸 224 Ｈ／Ｇ 原田　康義 238 Ｈ／Ｇ 中村　政紀 227 Ｈ／Ｇ 日高　秀昭 269

勝者 原田康義（-16） 579 勝者 西村勝典（+12） 525 プロ 鈴木理沙プロ 523 プロ 鈴木理沙プロ 800

優勝 西村　勝典 702 優勝 庄山　忠士 934 優勝 浅田支配人チーム
岩橋・北原・城丸・廣井・石山 5028 優勝 吉村　福子 682 優勝 板尾　正敬 767

準優勝 田中　富美子 644 準優勝 和多　智恵子 932 準優勝 佐伯甲介チーム
田丸・谷後・藤川・槇野・松林 5003 準優勝 松井　記弘 681 準優勝 仲野　勇 633

第三位 渕上　賀代子 624 第三位 上元　久子 917 第三位 松持常務チーム
日高・森・花田・城戸・田中 4989 第三位 安光　勝 680 第三位 桑原　博基 616

Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 237 Ｈ／Ｇ 渡邉　翔 267 Ｈ／Ｇ 城戸　貴充 251 Ｈ／Ｇ 板尾　正敬 269

勝者 浦田清美（-9） 536 個人１位 渡邉　翔 934 スタッフ 武田美穂（+10） 482 プロ 三池丹揮プロ 477

優勝 垣迫　伸一 704 優勝 さくらんぼクラブ 2006

準優勝 浅田　てる子 689 準優勝 仔馬クラブ 1956

第三位 永露　仁 686 第三位 稲穂会クラブ 1901

◆　仲良しダブルス大会（夜の部）　◆
6月18日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

友の会月例会（夜の部）
◆　６月１１日（土）　４Ｇ　◆

ＬＡＮＤ ＰＡＲＫ ◆ ＮＥＷＳ　５月28日 ～ 6月30日　大 会 成 績

友の会月例会（昼の部）
◆　６月１８日（土）　４Ｇ　◆

社員に挑戦（武田）
◆　６月１日（水）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（原田）
◆　５月２９日（日）　３Ｇ　◆

ダブルストーナメント
◆　５月２８日（土）　４Ｇ＋決勝　◆

直方市ボウリング協会月例会
◆　５月２９日（日）　４Ｇ　◆

ストライクチャレンジマッチ
◆　５月２９日（日）　４Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　６月２日（木）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（高村）②
◆　６月４日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（松井）①
◆　６月４日（土）　３Ｇ　◆

ＪＢＣ月例会
◆　６月１日（日）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（原田）③
◆　６月４日（土）　３Ｇ　◆

三池丹揮プロチャレンジマッチ
◆　６月５日（日）　４Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　６月９日（木）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（松井）①
◆　６月１１日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（垣迫）
◆　６月５日（日）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（川上）②
◆　６月１１日（土）　３Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（夜の部）　◆
６月４日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

桂川町ボウリング協会月例会
◆　６月５日（日）　４Ｇ　◆

飯塚市ボウリング協会月例会
◆　６月１２日（日）　４Ｇ　◆

ダブルストーナメント
◆　６月１２日（日）　４Ｇ＋決勝　◆

 勝者に挑戦（高村）
◆　６月１６日（木）　３Ｇ　◆

社員に挑戦（武田）
◆　６月１５日（水）　３Ｇ　◆

233

ふれあい月例会★個人表彰
◆　６月３０日（木）　３Ｇ　◆

ふれあい月例会★チーム表彰
◆　６月３０日（木）　３Ｇ　◆

　

コカ・コーラ杯職場対抗ボウリング大会
◆　6月16日（木）　３Ｇ　3人チーム◆

 勝者に挑戦（松井）②
◆　６月１８日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（浦田）
◆　６月２６日（日）　３Ｇ　◆

直方市ボウリング協会月例会
◆　６月２６日（日）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（田中）①
◆　６月１８日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（原田）①
◆　６月２５日（土）　３Ｇ　◆

嘉麻市ボウリング協会月例会
◆　６月１９日（日）　４Ｇ　◆

フレアワーナイト
◆　６月２４日（金）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（西村）②
◆　６月２５日（土）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ

社員とともに！！
◆6月26日（日）　６人チーム戦・４Ｇ◆

社員に挑戦（武田）
◆　６月２９日（水）　３Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　６月３０日（木）　３Ｇ　◆

鈴木理沙プロチャレンジマッチ
◆　６月２５日（土）　４Ｇ　◆

鈴木理沙プロをやっつけろ！
◆　６月２５日（土）　３Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　６月２３日（木）　３Ｇ　◆

ボウリングの日★社員に挑戦（村上）
◆　６月２２日（水）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（西園）①
◆　６月１２日（日）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（浦田）
◆　６月２６日（日）　３Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（昼の部）　◆
６月１１日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

社員に挑戦（桑田）
◆　６月８日（水）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ 廣井　道隆 257

Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 232 Ｈ／Ｇ 城戸　貴充

三池プロをやっつけろ！
◆　６月１９日（日）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ 上元　久子

野見山　雅成 245

249

Ｈ／Ｇ 目黒　幸則 259

Ｈ／Ｇ 板尾　正敬 297

Ｈ／Ｇ 上元　達雄 266

Ｈ／Ｇ 垣迫　伸一 244

Ｈ／Ｇ 浦田　清美 246

Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 228

★飯塚第一ボウル赤色の５００円金券をお持ちのお客様へ★ 

   有効期限は２０１６年１２月末までとなっております。 


