
優勝 原田　康義 736 優勝 藤浦　和敏 1002 優勝 上元　達雄 436 優勝 浦田　清美 676 優勝 西園　昭生 695

準優勝 平田　多美子 688 準優勝 庄山　忠士 990 準優勝 川上　睦雄 424 準優勝 田中　美知男 676 準優勝 大久保　芳時 645

第三位 山上　善子 668 第三位 寺村　殖 980 第三位 浦田　清美 423 第三位 木下　敏幸 670 第三位 田中　美知男 643

Ｈ／Ｇ 原田　康義 257 Ｈ／Ｇ 原田　康義 258 Ｈ／Ｇ 野村　正人 255 プロチーム

スタッフ 浅田支配人(-40) 499 勝者 谷口　悟（+3） 570 勝者 浦田清美（-2） 574 チームＨＧ

優勝 坂田・梶原 1690 優勝 寺村　殖 955 優勝 小川　眞由美 720 優勝 富永　都視子 877 優勝 田丸　五月 950

準優勝 板尾・原田康 1643 準優勝 谷後　敏一 900 準優勝 岩川　富廣 706 準優勝 田中　美知男 875 準優勝 組坂　昭博 918

第三位 松村・谷口悟 1639 第三位 谷口　悟 893 第三位 谷口　悟 680 第三位 小川　眞由美 875 第三位 角屋　光義 915

Ｈ／Ｇ 浦田　清美 235 Ｈ／Ｇ 谷口　悟 249 Ｈ／Ｇ 田丸　五月 290

個人１位 松村　憲次 665 勝者 西園昭生（+25） 550 プロ 三池丹揮プロ 831

優勝 中山　美津子 697 優勝 藤浦　和敏 603 優勝 槇野　武 662 優勝 田中　美知男 937 優勝
黒瀬一歩チーム

寺村殖・谷口悟・藤浦和敏 3359

準優勝 西村　勝典 682 準優勝 槇野　武 601 準優勝 浦田　清美 659 準優勝 曽根　誠子 909 準優勝 城丸龍汰チーム
角屋光義・石岡直樹・丸山英治 3334

第三位 木下　敏幸 659 第三位 上元　久子 597 第三位 田中　美知男 623 第三位 野村　正人 889 第三位 永冨有人チーム
原田正義・曽根誠子・谷後敏一 3332

Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 247 Ｈ／Ｇ 槇野　武 232 Ｈ／Ｇ 槇野　武 244 Ｈ／Ｇ 城戸　貴充 268

スタッフ 佐伯甲介(-20) 503 勝者 谷口　悟（-7） 550 勝者 藤浦和敏（-5） 587 個人１位 原田　正義 931 個人１位

優勝 浦田　清美 630 優勝 西村　勝典 743 優勝 高橋　秋男 665 優勝 組坂　昭博 . 優勝 西村　勝典 702

準優勝 藤浦　和敏 610 準優勝 西園　昭生 637 準優勝 渡辺　潔 630 準優勝 槇野　武 準優勝 長尾　脩甫 665

第三位 山上　善子 566 第三位 山上　善子 636 第三位 藤浦　和敏 628 第三位 城戸　貴充 第三位 寺村　殖 658

Ｈ／Ｇ 浦田　清美 224 Ｈ／Ｇ 西村　勝典 278 Ｈ／Ｇ 松村　憲次 231 Ｈ／Ｇ 長尾　健汰 238

勝者 西園昭生（+15） 559 勝者 浦田清美（-12） 554 勝者 西村勝典（+8） 497 勝者 高橋秋男（+12） 569

優勝 浦田　清美 667 優勝 古賀　天津雄 686 優勝 門田　吉之輔 722 優勝 原田　康義 690 優勝 黒瀬　尚 701

準優勝 山上　善子 639 準優勝 谷口　悟 668 準優勝 谷口　悟 713 準優勝 寺村　殖 684 準優勝 小川　眞由美 692

第三位 寺村　殖 635 第三位 槇野　武 646 第三位 丸山　英治 700 第三位 木下　敏幸 676 第三位 藤浦　和敏 680

Ｈ／Ｇ 安光　勝 235 Ｈ／Ｇ 古賀　天津雄 248 Ｈ／Ｇ 門田　吉之輔 278 Ｈ／Ｇ 原田　康義 268 Ｈ／Ｇ 黒瀬　尚 288

勝者 西村勝典（-2） 537 勝者 浦田清美（-22） 474 勝者 古賀天津雄（-10） 549 勝者 門田吉之輔（-5） 502 勝者 原田康義（-10） 486

優勝 高須賀　裕一 1011 優勝 山村　洋 688 優勝 仲野　勇 698 優勝 クラウドチーム
田中健二・永松由衣・岩橋幸徳 1965 優勝 浦田　清美 677

準優勝 寺村　殖 974 準優勝 諌山　直喜 675 準優勝 西園　昭生 667 準優勝 セブンテンチーム
城戸貴充・石山幸利・石山貴絵 1959 準優勝 谷口　悟 666

第三位 廣井　道隆 913 第三位 寺村　殖 675 第三位 山田　慎太朗 662 第三位 複製産業チーム
松崎昭則・松崎真澄・柳田清 1951 第三位 西園　昭生 645

Ｈ／Ｇ 高須賀　裕一 278 Ｈ／Ｇ 城戸　貴充 278 Ｈ／Ｇ 谷後　敏一 233  Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 280 Ｈ／Ｇ 垣迫　伸一 244

プロ 三池丹揮プロ 839 スタッフ 桑田　翔(+10) 556 プロ 三池丹揮プロ 467  個人１位 安藤　忠 699 勝者 藤浦和敏（-15） 593

優勝 田中　美知男 711 優勝 垣迫　伸一 722 優勝 城戸貴・溝田月 1804 優勝 溝田　月輝 753 優勝 高村　邦子 658

準優勝 花田　寛之 694 準優勝 富永　都視子 674 準優勝 藤浦・谷口悟 1804 準優勝 曽根　誠子 686 準優勝 岩川　富廣 636

第三位 山田　慎太朗 667 第三位 小鶴　景子 658 第三位 原田康・田中健 1745 第三位 藤浦　和敏 673 第三位 西園　昭生 624

Ｈ／Ｇ 山田　慎太朗 245 Ｈ／Ｇ 垣迫　伸一 246 Ｈ／Ｇ 石山　幸利 268 Ｈ／Ｇ 岩川　富廣 215

勝者 浦田清美（-32） 492 勝者 田中美知男（+19） 591 個人１位 曽根　誠子 721 勝者 富永都視子（+35） 630

優勝 山田・城戸貴 優勝 仲江　公子 928 優勝 浦田　清美 719 優勝 浦田　清美 638 優勝 田中　美知男 718

準優勝 松林・佐藤ふ 準優勝 高橋　秋男 922 準優勝 熊谷　みち江 665 準優勝 松崎　昭則 636 準優勝 高橋　秋男 699

第三位 田中健・黒瀬 第三位 桑原　博基 919 第三位 山本　久子 658 第三位 仲野　勇 614 第三位 小鶴　景子 676

Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 253 Ｈ／Ｇ 浦田　清美 249 Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 244

スタッフ 武田美穂(+10) 760 スタッフ 村上恵理(-10) 592 プロ 三池丹揮プロ 463

優勝 えりーグクラブ 2030 優勝 安藤　忠 681 優勝 川上　睦雄 683 優勝 藤浦　和敏 698 優勝 小鶴　景子 922

準優勝 あじさいクラブ 1945 準優勝 谷口　悟 679 準優勝 藤浦　和敏 652 準優勝 谷口　悟 665 準優勝 佐藤　ふくみ 875

第三位 さくらクラブ 1931 第三位 久家　善孝 629 第三位 浦田　清美 650 第三位 田中　美知男 658 第三位 藤川　郷二 865

Ｈ／Ｇ 垣迫　伸一 245 Ｈ／Ｇ 浦田　清美 254

勝者 高村邦子（+32） 484 勝者 川上睦雄（+13） 608

優勝 廣井・石山 1804 優勝 花田　寛之 675 優勝 上元　達雄 880 優勝 浅田支配人チーム
米村公・城丸・高浪・長尾脩・岩橋 5136 優勝 渡辺　潔 713

準優勝 花田・丸山 1781 準優勝 原田　康義 668 準優勝 本松　和代 874 準優勝 三池プロチーム
永松・溝田渉・中尾・原田正・塚原 5077 準優勝 高橋　秋男 702

第三位 田中健・黒瀬 1765 第三位 寺村　殖 640 第三位 田中　京子 874 第三位 渡邊社長チーム
寺村殖・柳田・高橋恵・山上・板尾 5031 第三位 目黒　幸則 693

Ｈ／Ｇ 石山　幸利 268 Ｈ／Ｇ 浦田　清美 255 Ｈ／Ｇ 柳田　清 278 Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 253

個人１位 花田　寛之 701 勝者 谷口　悟（-17） 543 個人１位 柳田　清 973 スタッフ 谷口副支配人（-30） 467

Ｈ／Ｇ 安藤　忠 253

Ｈ／Ｇ 田中　美知男 248

Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 293 Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 215

Ｈ／Ｇ 浦田　清美 255

 勝者に挑戦（藤浦）①
◆　８月２０日（土）　３Ｇ　◆

 Dream's勝者に挑戦（高橋）①
◆　８月１３日（土）　３Ｇ　◆

 飯塚市ＢＷ協会ジュニアとともに！
◆　８月１１日（木）　４Ｇ　◆

ＬＡＮＤ ＰＡＲＫ ◆ ＮＥＷＳ　8月3日 ～ 8月31日　大 会 成 績

コカ・コーラ杯職場対抗ボウリング大会
◆　8月18日（木）　３Ｇ　3人チーム◆

 勝者に挑戦（浦田）②
◆　８月６日（土）　３Ｇ　◆

ＪＢＣ月例会
◆　８月３日（水）　４Ｇ　◆

社員に挑戦（浅田）
◆　８月３日（水）　３Ｇ　◆

福年連筑豊協会夏季ボウリング大会
◆　８月４日（木）　２Ｇ　◆

 勝者に挑戦（谷口）①
◆　８月６日（土）　３Ｇ　◆

友の会月例会（夜の部）
◆　８月６日（土）　４Ｇ　◆

桂川町ボウリング協会月例会
◆　８月７日（日）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（西園）
◆　８月７日（日）　３Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（昼の部）　◆
８月６日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

三池丹揮プロチャレンジマッチ
◆　８月７日（日）　４Ｇ　◆

嘉麻市ボウリング協会月例会
◆　８月１１日（木）　４Ｇ　◆

 Dream's勝者に挑戦（西園）①
◆　８月１２日（金）　３Ｇ　◆

 Dream's勝者に挑戦（浦田）②
◆　８月１２日（金）　３Ｇ　◆

 Dream's勝者に挑戦（谷口）①
◆　８月１１日（木）　３Ｇ　◆

 Dream's勝者に挑戦（西村）③
◆　８月１２日（金）　３Ｇ　◆

社員に挑戦（佐伯）
◆　８月１０日（水）　３Ｇ　◆

 Dream's勝者に挑戦（藤浦）②
◆　８月１１日（木）　３Ｇ　◆

 Dream's勝者に挑戦（浦田）①
◆　８月１４日（日）　３Ｇ　◆

 Dream's勝者に挑戦（古賀）②
◆　８月１４日（日）　３Ｇ　◆

 Dream's勝者に挑戦（原田）②
◆　８月１５日（月）　３Ｇ　◆

 Dream's勝者に挑戦（門田）①
◆　８月１５日（月）　３Ｇ　◆

 Dream's勝者に挑戦（西村）②
◆　８月１３日（土）　３Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（夜の部）　◆
8月27日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

 勝者に挑戦（谷口）
◆　８月２８日（日）　３Ｇ　◆

直方市ボウリング協会月例会
◆　８月２８日（日）　４Ｇ　◆

社員とともに！！
◆8月28日（日）　６人チーム戦・４Ｇ◆

三池プロをやっつけろ！
◆　８月１８日（木）　３Ｇ　◆

ふれあい月例会★チーム表彰
◆　８月２５日（木）　３Ｇ　◆

フレアワーナイト
◆　８月２６日（金）　４Ｇ　◆

社員に挑戦（桑田）
◆　８月１７日（水）　３Ｇ　◆

ボウリングの日★社員に挑戦（武田）
◆　８月２２日（月）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（田中）③
◆　８月２０日（土）　３Ｇ　◆

ダブルストーナメント
◆　８月２１日（日）　４Ｇ＋決勝　◆

社員に挑戦（村上）
◆　８月２４日（水）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ

◆　仲良しダブルス大会（夜の部）　◆
8月20日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

 勝者に挑戦（浦田）②
◆　８月２０日（土）　３Ｇ　◆

三池丹揮プロチャレンジマッチ
◆　８月１５日（月）　４Ｇ　◆

社員に挑戦（谷口）
◆　８月３１日（水）　３Ｇ　◆

友の会月例会（昼の部）
◆　８月２７日（土）　４Ｇ　◆

ふれあい月例会★個人表彰
◆　８月２５日（木）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（富永）①
◆　８月２１日（日）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ 上元　達雄 245

Ｈ／Ｇ 中村　政紀 230

 勝者に挑戦（高村）①
◆　８月２７日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（川上）②
◆　８月２７日（土）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ 寺村　殖 289

飯塚市総体ボウリング競技大会
◆　８月２１日（日）　３Ｇ　◆

ランドパークトーナメント
◆　８月１２日（金）　４Ｇ＋決勝　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　８月２５日（木）　３Ｇ　◆

山村　洋 233

Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 268


