
2018年・3・31

JFEスチール福山OB会　ボウリング同好会

　　担当・井田・東

2017年度（平成２9年）　　月例会・大会　　成績 （一覧）

月 日 参加者 大会名 優勝 2位 3位 4位 5位 7位 10位 15位 20位 25位 BB賞

4 18 19 月例会 東　謙一 川口　浩 末廣芳登 小田明治 井田義輝 橋本典章 上田端司 上田寿子 ━ ━ 吉田秀光

5 16 19 月例会 村井慶雄 藤野弘志 赤瀬朝喜 小田明治 清水　悟 坂東範誉 奥元博幸 末廣芳登 ━ ━ 小泉次雄

6 20 22 月例会 吉田秀光 小西勝彦 清水　悟 赤瀬朝喜 橋本典章 奥元博幸 上田端司 川口　浩 米本賢治 ━ 上田寿子

7 18 23 月例会 井田義輝 小泉次雄 坂東範誉 川口　浩 小西勝彦 阿賀野裕治 清水　悟 東　謙一 前元啓三 ━ 岩下哲夫

8 22 64 記念大会 吉田秀光 清水　悟 橋本典章 小畠冨範 井田義輝
６位

高沢泰造
７位

川口浩
８位

赤瀬朝喜
９位

米本賢治
10位

奥元博幸
BB賞

島田清貴

9 19 23 月例会 小西勝彦 末廣芳登 奥元博幸 藤井　実 前元啓三 赤瀬朝喜 小泉次雄 上田端司 川上浩只 ━ 上田寿子

10 17 19 月例会 小畠冨範 川上浩只 清水　悟 坂東範誉 上田端司 村井慶雄 吉田秀光 末廣芳登 ━ ━ 小西勝彦

11 21 23 月例会 吉田秀光 清水　悟 上田端司 末廣芳登 奥元博幸 藤井　実 赤瀬朝喜 川上浩只 上田寿子 ━ 蓑田和博

12 19 22 月例会 吉田秀光 上田端司 小畠冨範 奥元博幸 赤瀬朝喜 川口　浩 小西勝彦 藤井　実 小泉次雄 ━ 板崎　正

1 16 22 月例会 上田端司 吉田秀光 小西勝彦 川口　浩 清水　悟 川上浩只 赤瀬朝喜 小泉次雄 岩下哲夫 ━ 蓑田和博

2 20 23 月例会 赤瀬朝喜 清水　悟 末廣芳登 吉田秀光 川口　浩 橋本典章 岩下哲夫 前元啓三 井田義輝 ━ 板崎　正

3 20 21 月例会 末廣芳登 赤瀬朝喜 橋本典章 藤井　実 川口　浩 坂東範誉 岩下哲夫 清水　悟 ━ ━ 花神正志



201６年・４・１

JFEスチール福山OB会　ボウリング同好会

　　担当・井田・東

2016年度（平成２8年）　　月例会・大会　　成績

月 日 参加者 大会名 優勝 2位 3位 4位 5位 7位 10位 15位 20位 25位 BB賞

4 19 17名 月例会 清水　悟 東　謙一 小西勝彦 米本賢治 坂東範誉 橋本典章 赤瀬朝喜 小田明治 ━ ━ 上田瑞司

5 17 21名 月例会 小泉次雄 吉田秀光 末廣芳登 米本賢治 藤野弘志 上田瑞司 奥元博幸 坂東範誉 ━ ━ 小西勝彦

6 21 22名 月例会 小西勝彦 吉田秀光 赤瀬朝喜 坂東範誉 村井慶雄 末廣芳登 赤木康弘 井田義輝 上田寿子 ━ 上田瑞司

7 19 １９名 月例会 吉田秀光 村井慶雄 橋本典章 小田明治 橋本典章 坂東範誉 前元啓三 赤瀬朝喜 ━ ━ 末廣芳登

8 16 17名 月例会 米本賢治 小田明治 井田義輝 末廣芳登 橋本典章 岩下哲夫 藤野弘志 村井慶雄 ━ ━ 東　謙一

9 20 22名 月例会 前元啓三 赤瀬朝喜 村井慶雄 末廣芳登 川口浩 阿賀野裕治 東　謙一 高橋征行 小西勝彦 ━ 上田瑞司

10 18 20名 月例会 小泉次雄 阿賀野裕治 末廣芳登 小田明治 橋本典章 前元啓三 清水　悟 上田瑞司 ━ ━ 奥元博幸

11 15 17名 月例会 藤野弘志 小田明治 東　謙一 阿賀野裕治 末廣芳登 橋本典章 奥元博幸 井田義輝 ━ ━ 小西勝彦

12 20 19名 月例会 岩下哲夫 小田明治 坂東範誉 東　謙一 赤瀬朝喜 村井慶雄 井田義輝 藤井　実 ━ ━ 上田寿子

1 17 18名 月例会 吉田秀光 坂東範誉 奥元博幸 藤井　実 小田明治 橋本典章 東　謙一 小泉次雄 ━ ━ 井田義輝

2 21 16名 月例会 奥元博幸 坂東範誉 吉田秀光 赤瀬朝喜 東　謙一 米本賢治 前元啓三 ━ ━ ━ 末廣芳登

3 21 17名 月例会 東　謙一 赤瀬朝喜 吉田秀光 末廣芳登 坂東範誉 井田義輝 橋本典章 清水　悟 ━ ━ 奥元博幸



2016年・４・１

JFEスチール福山OB会　ボウリング同好会

　　担当・井田・東

2015年度（平成２7年）　　月例会・大会　　成績

月 日 参加者 大会名 優勝 2位 3位 5位 7位 当日賞 10位 15位 20位 25位 BB賞

4 21 17名 月例会 渡辺康則 坂東範誉 赤木康弘 吉田秀光 小田明治 ／ 藤井　実 奥元博幸 ━ ━ 川口　浩

5 19 22名 月例会 高沢和子 橋本典章 藤野弘志 藤井　実 渡辺康則 ━ 東　謙一 前元啓三 小田明治 ━ 板崎　正

6 16 22名 月例会 橋本典章 米本賢治 小西勝彦 高沢和子 川口　浩 ━ 小田明治 坂東範誉 板崎　正 ━ 吉田秀光

7 21 19名 月例会 渡辺康則 井田義輝 藤野弘志 小泉次雄 吉田秀光 ━ 小田明治 赤瀬朝喜 ━ ━ 岩下哲夫

8 18 22名 月例会 小西勝彦 川口　浩 高沢和子 吉田秀光 藤野弘志 ━ 奥元博幸 東　謙一 坂東範誉 ━ 板崎　正

9 15 22名 月例会 藤野弘志 前元啓三 高沢和子 米本賢治 橋本典章 ━ 小田明治 和田範久 渡辺康則 ━ 上田寿子

10 20 18名 月例会 吉田秀光 藤野弘志 藤井　実 川口　浩 上田端司 ━ 前元啓三 小西勝彦 ━ ━ 和田範久

11 17 14名 月例会 小泉次雄 清水　悟 井田義輝 米本賢治 小西勝彦 ━ 小田明治 ━ ━ ━ 藤野弘志

12 15 20名 月例会 前元啓三 吉田秀光 奥元博幸 赤木康弘 清水　悟 ━ 井田義輝 小田明治 ━ ━ 和田範久

1 19 16名 新春大会 東　謙一 赤瀬朝喜 藤井　実 藤野弘志 奥元博幸 ━ 和田範久 ━ ━ ━ 小西勝彦

2 16 16名 月例会 吉田秀光 前元啓三 米本賢治 小西勝彦 橋本典章 ━ 赤瀬朝喜 ━ ━ ━ 和田範久

3 15 17名 月例会 上田端司 清水　悟 小田明治 和田範久 坂東範誉 ━ 橋本典章 川口　浩 ━ ━ 奥元博幸



2015年・４・１

JFEスチール福山OB会　ボウリング同好会

　　担当・井田・米本・東

2014年度（平成２6年）　　月例会・大会　　成績

月 日 参加者 大会名 優勝 2位 3位 5位 7位 当日賞 10位 15位 20位 25位 BB賞

4 15 21名 月例会 和田範久 吉田秀光 川口　浩 奥元博幸 元木靖夫 ／ 蓑田和博 藤野弘志 ━ ━ 小西勝彦

5 20 17名 月例会 吉田秀光 奥元博幸 井田義輝 藤井　実 和田範久 ／ 藤野弘志 岩下哲夫 ━ ━ 東　謙一

6 17 19名 月例会 和田範久 赤瀬朝喜 吉田秀光 橋本典章 坂東範誉 ／ 藤井　実 前元啓三 ━ ━ 木下寿郎

7 15 20名 納涼大会 米本賢治南　英敏　 藤野弘志 井田義輝 蓑田和博 ／ 岩下哲夫 川口　浩 ━ ━ 板崎　正

8 19 21名 月例会 奥元博幸 坂東範誉 川口　浩 橋本典章 赤瀬朝喜 ／ 元木靖夫 吉田秀光 ━ ━ 板崎　正

9 16 20名 月例会 吉田秀光 奥元博幸 坂東範誉 渡辺康則 前元啓三 ／ 川口　浩 井田義輝 ━ ━ 赤木康弘

10 21 19名 月例会 吉田秀光 岩下哲夫 米本賢治 前元啓三 坂東範誉 ／ 井田義輝 橋本典章 ━ ━ 上田端司

11 18 16名 月例会 井田義輝 前元啓三 渡辺康則 藤井　実 米本賢治 ／ 東　謙一 ━ ━ ━ 上田端司

12 16 18名 月例会 藤野弘志 岩下哲夫 米本賢治 渡辺康則 小西勝彦 ／ 坂東範誉 藤井　実 ━ ━ 上田端司

1 20 19名 大会 藤井　実 吉田秀光 橋本典章 井田義輝 赤瀬朝喜 ／ 川口　浩 上田寿子 ━ ━ 奥元博幸

2 17 20名 月例会 川口　浩 東　謙一 橋本典章 小田明治 吉田秀光 ／ 赤瀬朝喜 小西勝彦 ━ ━ 和田範久

3 17 18名 月例会 吉田秀光 岩下哲夫 前元啓三 川口　浩 坂東範誉 ／ 赤木康弘 奥元博幸 ━ ━ 橋本典章



201４年・４・１

JFEスチール福山OB会　ボウリング同好会

　　担当・井田・米本

201３年度（平成２５年）　　月例会・大会　　成績

月 日 参加者 大会名 優勝 2位 3位 4位 5位 ７位 中間賞 1０位 1５位 2０位 BB賞

4 16 15名 月例会 藤野弘志 吉田秀光 東　謙一 赤瀬朝喜 渡辺康則 前元啓三
小田明治
（小波）

山野保広 ━ ━ 和田範久

5 21 20名 月例会 吉田秀光 藤野弘志 木下寿郎 小田明治 前元啓三 橋本典章
元木靖夫
（小波）

渡辺康則 井田義輝 ━ 板崎　正

6 18 20名 月例会 木下寿郎 高沢泰造 吉田秀光 米本賢治 東　謙一 渡辺康則
赤瀬朝喜
（小波）

板崎　正 川口　浩 ━ 藤野弘志

7 30 23名 納涼大会 高沢泰造 東　謙一 小田明治 永田慎一 南　英敏 吉田秀光 ━ 蓑田和博 橋本典章 元木靖夫 高橋征行

8 20 22名 月例会 小西勝彦 木下寿郎 米本賢治 赤瀬朝喜 東　謙一 藤野弘志 井田義輝 小泉次男 小田明治 板崎　正 川口　浩

9 17 18名 月例会 赤瀬朝喜 川口　浩 吉田秀光 奥元博幸 東　謙一 前元啓三 米本賢治 藤井　実 小泉次男 ━ 小西勝彦

10 15 18名 月例会 小西勝彦 小泉次男 吉田秀光 東　謙一 赤瀬朝喜 小田明治 米本賢治 井田義輝 山野保広 ━ 奥元博幸

11 19 19名 月例会 渡辺康則 前元啓三 坂東範誉 吉田秀光 橋本典章 小泉次雄
小西勝彦
（小波）

藤井　実 岩下哲夫 ━ 小田明治

12 17 20名 月例会 高沢泰造 渡辺康則 藤井　実 井田義輝 元木靖夫 山野保広
川口　浩
（小波）

藤野弘志 橋本典章 ━ 小西勝彦

1 21 21名 新春大会 井田義輝 米本賢治 高橋征行 藤野弘志 高沢泰造 東　謙一 ━ 坂東範誉 赤瀬朝喜 ━ 和田範久

2 18 22名 月例会 岩下哲夫 井田義輝 橋本典章 小田明治 小西勝彦 渡辺康則 前元啓三 東　謙一 藤井　実 蓑田和博 川口　浩

3 18 17名 月例会 藤井　実 吉田秀光 奥元博幸 山野保広 渡辺康則 前元啓三
小田明治
（小波）

橋本典章 和田範久 ━ 坂東範誉


