
 

 

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、当たります。 

 

期   日   ２０１８年 １１月１７日（土）～１１月１８日（日） 

会   場   ミスズボウル 

大会スケジュール １１／１７日（土） 女子・男子 予選８Ｇ・開会式 

１１／１８日（日） 男女準決勝６ＧＴＶ決勝（シュートアウト方式）表彰式 

ＴＶ放送１２月広島ＴＶにて放送予定 

    前売り券発売中８００円 

 

開催日 平成３０年１２月２４日 

参加費 ３０００円   １４：００～ 受付     １４：３０～ スタート 

４ゲーム終了後２Ｆレストランにて忘年パーティを行います。 

尚、６０名迄の限定予約制となっておりますので、フロントで予約お願い致します 

 

１１月１２日（月）1Ｆに専用駐車場がオープン致します。オープンに伴い専用駐車場への駐車を

お願い致します。１１月２０日以降は安全、スペースパークのサービス券の補助は致しません。

専用駐車場につきましては１0 月29 日の週から、リーグ、大会ごとに個別にお知らせ致します。 

    ２０１8 年１１月 
〒７３０－００１３  広島市中区八丁堀１１－６   ＴＥＬ ０８２－２２８－２３８８   ＦＡＸ ０８２－２２８－８８８８   ホームページ http : / / www . parklane30 . com 

 
 

１位 篠原　伸弥 228 細迫　靖香 221 西ヶ市　正春 129Ｇ

２位 原　　進 227 宝山　節子 198 河野　孝行 107Ｇ

３位 田中　義一 225 笠間　悦子 197 山田　孝夫

４位 吉岡　勝清 222 上田　哲子 194 佐藤　直喜

５位 田中　紀博 219 松井　千恵子 192 増崎　浩 81Ｇ

６位 梶原　日呂志 218 吉岡　優子 191 林原　護 79Ｇ

７位 天本　勝 217 山根　映子 189 川根　誉久 74Ｇ

８位 前田　英治 203 小林　久江 189 土谷　直子 72Ｇ

９位 藤本　健一 215 山辺　さおり 187 上田　哲子 71Ｇ

１０位 水野　智之 213 岡田　操 180 大畑　和枝 69Ｇ

1 奥河内　和也 300 田中　義一 759 梶原　日呂志 1019

2 田中　義一 300 梶原　日呂志 736 奥河内　和也 1013

3 前田　英治 300 細迫　浩 704 田中　紀博 1008

1 細迫　靖香 277 細迫　靖香 732 細迫　靖香 938

2 草道　豊美 276 細迫　靖香 649 細迫　靖香 933

3 笠間　悦子 265 笠間　悦子 628 山根　映子 919

優勝
準優勝
第３位
第４位

優勝 500

準優勝 462

第３位 412

90Ｇ

田中　義一

10月度　真昼の決戦

女子Ｈ/4

成績優秀者　ＴＯＰ3

男子ＨＧ

広島パークレーンランキング　ＴＯＰ10
９月１６日～１０月１５日の期間に２４ゲーム以上の方対象

ＡＶＧ　男子 ＡＶＧ　女子 総ゲーム数

篠原　伸弥

吉岡　勝清

田中　義一

10月度　マンスリーチャンピオンシップ

男子Ｈ/4

女子ＨＧ 女子Ｈ/3

田中　紀博

細迫　靖香
梶原　日呂志

男子Ｈ/3

林原　護 船尾　正道 佐々木　親 林原　護 林原　護

金垣　和彦 各務　輝信 松井　貞夫 金垣　和彦 金垣　和彦

小林　久江 竹本　美代子 佐々木　良三 山田　正之 林原　護

高橋　久子 沖　アキエ 松井　貞夫 若井　チズコ 住田　静子

宝山　節子 上村　和子 白砂　詠子 宝山　節子 宝山　節子

岡田　操 柏原　美枝子 今井　洋子 岡田　操 岡田　操

畑田　八重子 27.5 住田　静子 25.5 松井　千恵子 22.0 住田　静子 250 松井　千恵子 861

岡田　操 今井　洋子 岸上　和子 岡田　操 宝山　節子

上村　和子 川野　定子 上田　久美子 上村　和子 門田　嘉子

ふじ ききょう コスモス ふじ ふじ

フラワー 上田　哲子 隅本　聖 松尾　廣志 上田　哲子 上田　哲子

長尾　千恵子 岩本　豊 大畑　和枝 長尾　千恵子 長尾　千恵子

藤川　智子 向井　徳昭 松尾　頼子 藤川　智子 藤川　智子

土谷　直子 向井　美佐子 隅本　文枝 土谷　直子 土谷　直子
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