
優勝 藤浦　和敏 663 優勝 松村　憲次 677 優勝 城戸　貴充 960 優勝 原田　康義 935 優勝 長尾　健汰 941

準優勝 眞木　美代子 647 準優勝 花田　寛之 662 準優勝 田中　健二 914 準優勝 安藤　久美子 876 準優勝 柳田　清 908

第三位 松崎　昭則 646 第三位 上元　達雄 646 第三位 柳田　清 874 第三位 上元　久子 872 第三位 原田　康義 902

Ｈ／Ｇ 浦田　清美 257 Ｈ／Ｇ 平野　のり子 643 Ｈ／Ｇ 城戸　貴充 265 プロチーム

勝者 渕上賀代子（+48） 519 勝者 眞木美代子（+33） 615 プロ プロ平均トータル 829 チームＨＧ

優勝 諌山　直喜 652 優勝 板尾　正敬 923 優勝 野村　正人 692 優勝 浦田　清美 681 優勝 原田　康義 679

準優勝 溝口　菊枝 649 準優勝 籾井　是朝 907 準優勝 松村　憲次 650 準優勝 原田　康義 666 準優勝 尾形　治 643

第三位 西村　勝典 642 第三位 諌山　直喜 896 第三位 上元　達雄 641 第三位 寺村　殖 651 第三位 浅田　てる子 639

Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 234 Ｈ／Ｇ 上元　達雄 247 Ｈ／Ｇ 浦田　清美 248 Ｈ／Ｇ 原田　康義 246

スタッフ 武田美穂(+10) 458 プロ 三池丹揮プロ 400 勝者 花田寛之（+7） 605 勝者 浦田清美（-1） 551

優勝 佐藤ふ・松林 1806 優勝 長野　敏文 915 優勝 長尾　脩甫 702 優勝 山村　洋 708 優勝 浦田　清美 669

準優勝 松村・小鶴 1769 準優勝 組坂　昭博 913 準優勝 藤浦　和敏 641 準優勝 木下　敏幸 687 準優勝 松村　憲次 640

第三位 板尾・原田康 1707 第三位 丸山　英治 900 第三位 高村　邦子 633 第三位 深町　順市 675 第三位 田中　美知男 621

Ｈ／Ｇ 原田　康義 248 Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 236 Ｈ／Ｇ 山村　洋 246 Ｈ／Ｇ 浦田　清美 266

個人１位 藤浦　和敏 717 勝者 長尾健汰（-10） 644 スタッフ 桑田　翔(+10) 463 勝者 浅田てる子（+27） 533 個人１位

優勝 高村　邦子 677 優勝 山村　レイ子 691 優勝 山村　洋 656 優勝 寺村殖・板尾 1873 . 優勝 原田　康義 747

準優勝 藤浦　和敏 656 準優勝 田中　美知男 647 準優勝 河上　美和子 654 準優勝 城戸貴・田中健 1808 準優勝 本松　和代 690

第三位 上元　久子 630 第三位 浅田　てる子 639 第三位 浦田　清美 639 第三位 花田・長野 1741 第三位 松井　記弘 638

Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 234 Ｈ／Ｇ 山村　レイ子 226 Ｈ／Ｇ 浦田　清美 235 Ｈ／Ｇ 板尾　正敬 278 Ｈ／Ｇ 原田　康義 279

勝者 浦田清美（-11） 483 勝者 高村邦子（+33） 549 勝者 山村レイ子（+26） 599 個人１位 丸山　英治 741 勝者 山村　洋（+26） 535

優勝 尾形　治 893 優勝 岡上・坂井 優勝 谷口　悟 764 優勝 田中　富美子 679 優勝 松村　憲次 904

準優勝 寺村　殖 881 準優勝 槇野・藤浦 準優勝 西村　勝典 755 準優勝 高橋　秋男 662 準優勝 小鶴　景子 863

第三位 松崎　昭則 868 第三位 組坂・花田 第三位 山村　洋 684 第三位 吉村　福子 647 第三位 平田　多美子 857

Ｈ／Ｇ 谷口　悟 266 Ｈ／Ｇ 高橋　秋男 256

勝者 本松和代（+23） 588 勝者 西村勝典（+12） 495

優勝 山村　洋 688 優勝 諌山　直喜 671 優勝 クラウドチーム
田中健二・永松由衣・岩橋幸徳 1922 優勝 平野　正博 885 優勝 山村　洋 711

準優勝 小畑　和廣 661 準優勝 垣迫　伸一 650 準優勝 準優勝だ？チーム
諌山直喜・加来成代・廣井道隆 1905 準優勝 槇野　武 875 準優勝 上元　久子 695

第三位 浦田　清美 658 第三位 西園　昭生 629 第三位 ももたろうチーム
松林久・田丸五月・門田吉之輔 1887 第三位 山本　久子 874 第三位 垣迫　伸一 688

Ｈ／Ｇ 山村　洋 243 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 235 Ｈ／Ｇ 荒牧　司 275  Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 236 Ｈ／Ｇ 垣迫　伸一 268

スタッフ 村上恵理(-10) 517 プロ 三池丹揮プロ 346 個人１位 城丸　龍汰 696  スタッフ 武田美穂（+10） 752 勝者 高橋秋男（+13） 549

優勝 藤浦　和敏 707 優勝 石山　幸利 優勝 寺村　殖 692 優勝 荒牧　司 892 優勝 田丸　五月 951

準優勝 槇野　武 681 準優勝 城戸　貴充 準優勝 松崎　真澄 676 準優勝 高橋　秋男 883 準優勝 藤川　郷二 940

第三位 浅田　てる子 674 第三位 日高　秀昭 第三位 岩川　富廣 662 第三位 原田　康義 880 第三位 藤浦　和敏 916

Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 279 Ｈ／Ｇ 山村　洋 247 Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 280

勝者 山村　洋（-8） 501 勝者 藤浦和敏（-1） 537 プロ 三池丹揮プロ 714

優勝 寺村　殖 676 優勝 平田　多美子 660 優勝 荒嶽　祥子 693 優勝 4.12会クラブ 1945 優勝 藤浦　和敏 674

準優勝 諌山　直喜 671 準優勝 浦田　清美 647 準優勝 古賀　俊二 643 準優勝 あじさいクラブ 1907 準優勝 勝木　良行 667

第三位 富永　都視子 664 第三位 山上　善子 591 第三位 仲野　勇 641 第三位 仔馬クラブ 1863 第三位 野見山　雅成 644

Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 236 Ｈ／Ｇ 諌山　直喜 235

スタッフ 谷口副支配人(-30) 525 プロ 三池丹揮プロ 500

優勝 藤井　文子 729 優勝 寺村　殖 709 優勝 手塚　保幸 715 優勝 板尾・寺村殖 1858 優勝 谷口　悟 761

準優勝 槇野　武 661 準優勝 藤浦　和敏 698 準優勝 松崎　昭則 713 準優勝 城戸貴・角屋 1749 準優勝 曽根　誠子 727

第三位 高村　邦子 653 第三位 花田　寛之 651 第三位 佐藤　ふくみ 711 第三位 藤浦・谷口悟 1742 第三位 藤浦　和敏 706

Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 236 Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 269 Ｈ／Ｇ 佐藤　ふくみ 267 Ｈ／Ｇ 田中　健二 246 Ｈ／Ｇ 藤浦　和敏 257

勝者 寺村　殖（0） 541 勝者 藤井文子（+27） 569 勝者 槇野　武（-3） 561 個人１位 寺村　殖 716 勝者 手塚保幸（+24） 583

優勝 垣迫　伸一 1010 優勝
渡邊社長チーム

板尾・溝田渉・寺村殖・原田正・柳
田

5180

準優勝 丸山　英治 907 準優勝 三池プロチーム
丸山・石岡・永松・加来・中尾 5122

第三位 富永　都視子 898 第三位 佐伯甲介チーム
藤川・谷後・内田・槇野・花田 5068

Ｈ／Ｇ 永松　由衣 268

個人１位 寺村　殖 1000

荒嶽　一夫 213 　 Ｈ／Ｇ 勝木　良行 267

飯塚市ボウリング協会月例会
◆　７月１７日（日）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（山村）②
◆　７月２３日（土）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ 松崎　昭則 254 Ｈ／Ｇ 小鶴　景子

Ｈ／Ｇ 高橋　秋男 266

Ｈ／Ｇ 原田　康義

 勝者に挑戦（藤浦）
◆　７月２４日（日）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（槇野）③
◆　７月３０日（日）　３Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（夜の部）　◆
7月30日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

Ｈ／Ｇ 溝田　月輝 274

嘉麻市ボウリング協会月例会
◆　７月２４日（日）　４Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（夜の部）　◆
7月16日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

Ｈ／Ｇ 丸山　英治 265

ふれあい月例会★チーム表彰
◆　７月２８日（木）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ

 勝者に挑戦（手塚）
◆　７月３１日（日）　３Ｇ　◆

フレアワーナイト
◆　７月２９日（日）　４Ｇ　◆

三池丹揮プロチャレンジマッチ
◆　７月２４日（日）　４Ｇ　◆

社員に挑戦（村上）
◆　７月２０日（水）　３Ｇ　◆

コカ・コーラ杯職場対抗ボウリング大会
◆　7月21日（木）　３Ｇ　3人チーム◆

 勝者に挑戦（寺村）①
◆　７月３０日（日）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（藤井）②
◆　７月３０日（日）　３Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　７月２１日（木）　３Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　７月２８日（木）　３Ｇ　◆

サマートーナメント
◆　７月２３日（土）　６Ｇ＋決勝　◆

社員に挑戦（谷口）
◆　７月２７日（水）　３Ｇ　◆

ふれあい月例会★個人表彰
◆　７月２８日（木）　３Ｇ　◆

　

Ｈ／Ｇ 垣迫　伸一 287

直方市ボウリング協会月例会
◆　７月３１日（日）　４Ｇ　◆

社員とともに！！
◆7月31日（日）　６人チーム戦・４Ｇ◆

ＬＡＮＤ ＰＡＲＫ ◆ ＮＥＷＳ　7月2日 ～ 7月31日　大 会 成 績

ボウリングの日★社員に挑戦（武田）
◆　７月２２日（水）　３Ｇ　◆

永松由衣選手優勝記念大会
◆　７月３日（日）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（眞木）②
◆　７月２日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（渕上）①
◆　７月２日（土）　３Ｇ　◆

石原章夫プロ＆板倉奈智美プロチャレンジマッチ

◆　７月２日（土）　４Ｇ　◆
桂川町ボウリング協会月例会

◆　７月３日（日）　４Ｇ　◆

ＪＢＣ月例会
◆　７月６日（水）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（花田）①
◆　７月９日（土）　３Ｇ　◆

三池プロをやっつけろ！
◆　７月７日（木）　３Ｇ　◆

社員に挑戦（武田）
◆　７月６日（水）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（浦田）②
◆　７月９日（土）　３Ｇ　◆

社員に挑戦（桑田）
◆　７月１３日（水）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（浦田）①
◆　７月１６日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（高村）②
◆　７月１６日（土）　３Ｇ　◆

友の会月例会（夜の部）
◆　７月９日（土）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（山村）③
◆　７月１６日（土）　３Ｇ　◆

◆　仲良しダブルス大会（昼の部）　◆
７月９日（土）個人３Ｇ+スカッチ２Ｇ

夜の勝者に挑戦（長尾）
◆　７月１０日（土）　３Ｇ　◆

ダブルストーナメント
◆　７月１７日（日）　４Ｇ＋決勝　◆

 勝者に挑戦（本松）①
◆　７月１８日（月）　３Ｇ　◆

友の会月例会（昼の部）
◆　７月１８日（土）　４Ｇ　◆

 勝者に挑戦（西村）②
◆　７月１８日（月）　３Ｇ　◆

248

 勝者に挑戦（高橋）①
◆　７月２３日（土）　３Ｇ　◆

 勝者に挑戦（山村）
◆　７月１７日（日）　３Ｇ　◆

Ｈ／Ｇ 長尾　健汰 266

 勝者に挑戦（浅田）
◆　７月１４日（木）　３Ｇ　◆
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★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。 


