
 

期 間   １０月１日～１２月２４日 期間中特別シフトが有ります。 
ゲーム数  4 ゲーム  ２５００円 大会、リーグ併用は５００円 
１年に１度のフリータイムコンペです。 
今年は、金券、大会参加招待券、プロショップ用品他、全員に当たります。 

 

平成 30年度の長寿ボウラーが発表されパークレーンから 42名が表彰されました。          

  大関   今田 利江   福良 陽子    

関脇   桐田 薫   上田 久美子  加木 洋子   門田 嘉子  

小結   春川 明夫  佐川 栄子   山本 道子   村川 喜子   石津 美恵子 

川野 定子  皿海 和子   梶川 律代   泉本 みつる 

前頭    若井 孝夫   野田 文枝   原石 多津子   向井 美佐子   橋本 香智子   藤川 弘子   

西久保 制子   松浦 達子   北尾 常子   大野 順子   池下 八重子  

津田 タダエ   貸谷 和賀子   内田 明子   藤川 智子   押谷 フジ子 

原 総子   上村 和子   木村 和子   井上 由紀子   長尾 千恵子  

西元 智鳥   島津 佳子   若井 チズ子  松井 俊昭  河野 博之  原 清磨 

 
 

 4Ｆレーン後方にあります男女兼用ロッカー内につきましてロッカーに入っていないボールバック等多数 

あります。消防の関係上必ずロッカーの中にボール、バックを入れて頂きますよう宜しくお願い致します。 

ロッカーの外にありますボール他は１０月末に一斉に処分いたしますのでご了承願います。 

    ２０１8 年１０月 
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１位 田中　紀博 226.38 細迫　靖香 212.56 西ヶ市　正春

２位 梶原　日呂志 217.43 宝山　節子 190.5 林原　護

３位 田中　義一 216.76 山根　映子 188.36 河野　孝行 88Ｇ

４位 篠原　伸弥 216.3 井上　洋子 187.98 大畑　和枝 82Ｇ

５位 原　　進 207.28 吉岡　優子 183.85 田中　紀博

６位 吉岡　勝清 206.65 松井　千恵子 180.94 広沢　香代子

７位 天本　勝 203.88 上田　哲子 175.79 竹村　信也 78Ｇ

８位 前田　英治 203.4 草道　豊美 174.85 藤川　智子 76Ｇ

９位 増崎　浩 201.66 宮庄　眞理子 174.38 田中　義一

１０位 水野　智之 201.53 橋本　香智子 173.83 上田　哲子

1 水野　智之 300 田中　紀博 737 田中　紀博 1038

2 田中　義一 298 水野　智之 731 田中　紀博 1005

3 吉岡　勝清 290 水野　智之 730 田中　義一 983

1 細迫　靖香 278 細迫　靖香 746 細迫　靖香 993

2 細迫　靖香 276 細迫　靖香 706 山根　映子 920

3 井上　洋子 269 井上　洋子 615 山根　映子 920
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８月度　マンスリーチャンピオンシップ
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広島パークレーンランキング　ＴＯＰ10
８月１６日～９月１５日の期間に２４ゲーム以上の方対象
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大林　千佳子 梶川　律代 押谷　フジ子 押谷　フジ子 大林　千佳子

堂前　初美 ブラインド 土谷　直子 土谷　直子 堂前　初美

加川　貴文 141.5 河野　輝彦 127.5 加藤　健史 124.5 河野　輝彦 265 河野　輝彦 952

浅井　なをこ 浦山　幸子 大野　順子 大野　順子 大野　順子

橋本　香智子 藤光　みち子 中西　妙子 中西　妙子 中西　妙子

若井　チズコ 若井　孝夫 小松　博文 山田　正之 若井　チズコ

寺田　保恵 波戸　松夫 福良　陽子 中脇　芙美子 寺田　保恵

大畑　和枝 井原　栄吉 上田　哲子 松尾　廣志 松尾　廣志

西久保　制子 向井　美佐子 松尾　頼子 土谷　直子 土谷　直子

北倉　純子 33.5 藤川　智子 31.0 勝冶　知子 29.0 加藤　美代子 234 長尾　千恵子 781
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