
OB会会員各位 

                      平成２８年４月吉日 

 

ボウリング同好会 会員募集 

（初心者大歓迎） 
桜の季節も過ぎ心地よい時期となりました 皆様方お元気でお過ごしのことと 

お慶び申し上げます。日頃 OB会活動にご協力戴き有難うございます。 

さて ボウリング同好会は登録会員３７名で月例会中心に賑やかに楽しく 

活動しております。ボウリングを通して、更に健康で、楽しんで頂きたく、会員 

募集の案内をお送り致しました。（今迄も随時募集受付中です） 

  尚 大会要領は 下記の通りです     

               記 

月例会開催日   毎月 第３火曜日 １７時３０分 

場所         キャッスルボウル福山 

会費          ¥ １５００ 

 

                      JFEスチール福山 OB会 

                ボウリング同好会会長 

                            井田義輝 

                OB ルーム（０８４－９８３－００３４） 

 

 

 

      入会申込書【まずは OBルームに FAXか電話を！】 

ふりがな 

氏 名 
年令 

生年

月日 
☎番号 住  所 

     

     

※FAXいただければ、後日、OB会から詳細説明の電話を差し上げます 

※OB 会ホームページもご覧ください。 

 【JFE スチール福山 OB会 ⇒ 同好会 ⇒ ボウリング】 

    E メール  info@jfs-fukuyama-obkai.jp 

以    上 



2022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

2022年度（令和4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 15名 月例会 小畠富範 吉田秀光 安東　勇 末廣芳登 工藤　徹 小西勝彦
阿賀野
裕治

━ ━ ━ 藤井　実

5 17 15名 月例会 吉田秀光 井田義輝 橋本典章 赤瀬朝喜 米本賢治 藤井　実 東　謙一 ━ ━ ━ 清水　悟

6 21 17名 月例会 川上
カワカミ

浩只
コウ　ジ

安東　勇 赤瀬朝喜 吉田秀光 井田義輝 橋本典章 東　謙一 米本賢治 ━ ━ 川口　浩

7 19 16名 月例会 井田義輝 川口　浩 小畠富範 小田明治 藤井　実 橋本典章 安東　勇 ━ ━ ━ 村井慶雄

8 16 14名 月例会 吉田秀光 安東　勇 川口　浩 小畠富範 橋本典章 井田義輝 小田明治 ━ ━ ━ 赤瀬朝喜

9 20 15名 月例会 川口　浩 小畠富範 藤井　実 小田明治 工藤　徹 村井慶雄 吉田秀光 ━ ━ ━ 橋本典章

10 18 15名 月例会 小畠富範 川口　浩 東　謙一 小田明治 村井慶雄 橋本典章 末廣芳登 ━ ━ ━ 井田義輝

11 15 15名 月例会 川口　浩 清水　悟 井田義輝 東　謙一 米本賢治 村井慶雄 橋本典章 ━ ━ ━ 小畠富範

12 20 15名 月例会 吉田秀光 安東　勇 小田明治 東　謙一 清水　悟 小西勝彦 米本賢治 ━ ━ ━ 末廣芳登

1 17 12名 月例会 安東　勇 村井慶雄 米本賢治 工藤　徹 吉田秀光 東　謙一 橋本典章 ━ ━ ━ 赤瀬朝喜

2 21 月例会

3 21 月例会



2022年・3・15

JFEスチール福山OB会　ボウリング同好会

　　担当・井田・東

2021年度（令和3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 20 15名 月例会 赤瀬朝喜 小西勝彦 橋本典章 井田義輝 清水　悟 末廣芳登 東　謙一 ━ ━ ━ 吉田秀光

5 18 ━ 月例会 　コロナ感染防止　中止

6 15 ━ 月例会 　コロナ感染防止　中止

7 20 15名 月例会 安東　勇 小西勝彦 井田義輝 赤瀬朝喜 川上浩只 小田明治 東　謙一 ━ ━ ━ 工藤　徹

8 17 16名 月例会 小西勝彦 橋本典章 吉田秀光 末廣芳登 赤瀬朝喜 清水　悟 川口　浩 ━ ━ ━ 村井慶雄

9 21 ━ 月例会 　コロナ感染防止　中止

10 19 18名 月例会 井田義輝 橋本典章 米本賢治 小西勝彦 小畠富範 村井慶雄 安東　勇 赤瀬朝喜 ━ ━ 坂東範誉

11 16 16名 月例会 吉田秀光 東　謙一 米本賢治 橋本典章 安東　勇 藤井　実 村井慶雄 ━ ━ ━ 小畠富範

12 21 17名 月例会 清水　悟 小畠富範 阿賀野裕治 末廣芳登 工藤　徹 米本賢治 橋本典章 井田義輝 ━ ━ 東　謙一

1 18 ━ 月例会 　コロナ感染防止　中止

2 15 ━ 月例会 　コロナ感染防止　中止

3 15 15 月例会 小畠富範 小田明治 清水　悟 末廣芳登 工藤　徹 橋本典章 東　謙一 ━ ━ ━ 阿賀野裕治



2021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

2020年度（令和2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 21 月例会 　　　（　新型コロナウイルス感染防止対策として中止　）

5 19 月例会 　　　（　新型コロナウイルス感染防止対策として中止　）

6 16 20名 月例会 末廣芳登 安東　勇 吉田秀光 赤瀬朝喜 工藤　徹 小西勝彦 川口　浩 井田義輝 ━ ━ 坂東範誉

7 21 21名 月例会 工藤　徹 東　謙一 村井慶雄 井田義輝 高沢和子 小西勝彦 奥元博幸 末廣芳登 ━ ━ 東賢一郎

8 18 20名 月例会 東　謙一 小西勝彦 工藤　徹 川口　浩 安東　勇 小田明治 末廣芳登 赤瀬朝喜 ━ ━ 花神一美

9 15 15名 月例会 井田義輝 川口　浩 赤瀬朝喜 清水　悟 末廣芳登 小田明治 村井慶雄 ━ ━ ━ 吉田秀光

10 20 17名 月例会 村井慶雄 川口　浩 工藤　徹 赤瀬朝喜 橋本典章 小田明治 清水　悟 安東　勇 ━ ━ 末廣芳登

11 17 16名 月例会 赤瀬朝喜 小西勝彦 安東　勇 川口　浩 川上浩只 清水　悟 小田明治 ━ ━ ━ 井田義輝

12 15 15名 月例会 小西勝彦 川口　浩 工藤　徹 村井慶雄 小田明治 橋本典章 清水　悟 ━ ━ ━ 赤瀬朝喜

1 19 15名 月例会 藤井　実 小西勝彦 小田明治 川口　浩 末廣芳登 橋本典章 清水　悟 ━ ━ ━ 赤瀬朝喜

2 16 15名 月例会 橋本典章 坂東範誉 川口　浩 小西勝彦 末廣芳登 工藤　徹 藤井　実 ━ ━ ━ 井田義輝

3 16 18名 月例会 清水　悟 工藤　徹 川口　浩 吉田秀光 安東　勇 小田明治 小泉次雄 藤井　実 ━ ━ 東　謙一



2019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

2019年度（平成31年.令和元年）　　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 23 24名 月例会 吉田秀光 小西勝彦 川上浩只 高沢泰造 村井慶雄 奥元博幸 小畠富範 東　謙一 赤瀬朝喜 ━ 安東　勇

5 21 27名 月例会 高沢泰造 小畠富範 井田義輝 坂東範誉 川口　浩 川上浩只 藤井　実 橋本典章 高沢和子 岩下哲夫 工藤　徹

6 18 28名 月例会 東賢一郎 阿賀野裕治 清水　悟 高沢泰造 前元啓三 川上浩只 藤野弘志 井田義輝 安東　勇 川口　浩 板崎　正

7 9 28名 月例会 阿賀野裕治 赤瀬朝喜 米本賢治 小田明治 清水　悟 吉田秀光 橋本典章 高沢泰造 東賢一郎 坂東範誉 花神正志

8 20 28名 月例会 井田義輝 藤井　実 小泉次雄 小西勝彦 小畠富範 橋本典章 高沢泰造 阿賀野裕治 岩下哲夫 末廣芳登 花神正志

9 17 19名 月例会 小田明治 橋本典章 藤井　実 工藤　徹 川上浩只 川口　浩 奥元博幸 吉田秀光 ━ ━ 花神正志

10 15 17名 月例会 前元啓三 吉田秀光 小西勝彦 赤瀬朝喜 奥元博幸 安東　勇 坂東範誉 末廣芳登 ━ ━ 板崎　正

11 19 20名 月例会 赤瀬朝喜 工藤　徹 東　謙一 川上浩只 小泉次雄 清水　悟 吉田秀光 奥元博幸 ━ ━ 板崎　正

12 17 17名 月例会 東　謙一 川上浩只 吉田秀光 末廣芳登 工藤　徹 安東　勇 奥元博幸 小西勝彦 ━ ━ 井田義輝

1 21 19名 月例会 坂東範誉 工藤　徹 村井慶雄 小西勝彦 川上浩只 吉田秀光 橋本典章 井田義輝 ━ ━ 赤瀬朝喜

2 18 22 月例会 吉田秀光 末廣芳登 安東　勇 東　謙一 藤井　実 川上浩只 清水　悟 工藤　徹 岩下哲夫 ━ 花神正志

3 17 21 月例会 工藤　徹 藤井　実 小田明治 奥元博幸 吉田秀光 川上浩只 安東　勇 井田義輝 ━ ━ 花神正志



2019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

2018年度（平成30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 17 24名 月例会 東　謙一 小泉次雄 末廣芳登 赤瀬朝喜 清水　悟 奥元博幸 上田端司 坂東範誉 村井慶雄 ━ 上田寿子

5 15 21名 月例会 前元啓三 小畠冨範 奥元博幸 蓑田和博 井田義輝 東　謙一 赤瀬朝喜 高沢和子 ━ ━ 末廣芳登

6 19 23名 月例会 川口　浩 橋本典章 奥元博幸 清水  悟 小田明治 上田寿子 末廣芳登 小西勝彦 東賢一郎 ━ 板崎　正

7 17 25名 月例会 村井慶雄 蓑田和博 上田端司 川口　浩 末廣芳登 奥元博幸 吉田秀光 坂東範誉 橋本典章 ━ 安東　勇

8 21 23名 月例会 吉田秀光 小田明治 末廣芳登 井田義輝 橋本典章 小西勝彦 東　謙一 上田寿子 東賢一郎 ━ 高沢泰造

9 18 25名 月例会 吉田秀光 東賢一郎 奥元博幸 岩下哲夫 川口　浩
阿賀野
裕治

東　謙一 藤井　実 坂東範誉 ━ 花神正志

10 16 26名 月例会 赤瀬朝喜 川口　浩 上田端司 川上浩只 村井慶雄 藤井　実 奥元博幸 安東　勇 前元啓三 ━ 花神正志

11 20 25名 月例会 清水  悟 奥元博幸 川上浩只 末廣芳登 藤井　実 川口　浩
阿賀野
裕治

赤瀬朝喜 小田明治 ━ 板崎　正

12 18 26名 月例会 吉田秀光 東　謙一 井田義輝 坂東範誉 藤井　実 小西勝彦 小畠冨範 川口　浩 安東　勇 ━ 板崎　正

1 15 23名 月例会 井田義輝 橋本典章 米本賢治 小西勝彦 岩下哲夫 川上浩只 前元啓三 安東　勇 上田寿子 ━ 花神正志

2 19 26名 月例会 清水  悟 東賢一郎 米本賢治 井田義輝 川口　浩 川上浩只 小西勝彦 奥元博幸 上田寿子 ━ 板崎　正

3 19 23名 月例会 吉田秀光 米本賢治 奥元博幸 川上浩只 小田明治 川口　浩 東　謙一 橋本典章 赤瀬朝喜 ━ 板崎　正


