
第10回JLBC選手権「軽井沢プリンスカップ」

2019.9/26-27 軽井沢プリンスボウル

プロの部 アマの部

氏名 4G H/C ダブルス
優勝 佐藤 まさみ 907 第1シフト 氏名 所属センター 4G H/C

優勝 芳賀 裕美子 山口 堯 品川プリンスホテルB/C 911 70
第2位 星野 恵梨 884 第2位 森 悦子 関谷 武夫 コロナキャットボウル大垣 809 80

第3位 古舘 隆 中井 龍夫 栗東ボウル 806 60
第3位 岩見 彩乃 845 第4位 中村 千容 槝之浦 典子 愛知川ボウル 806 70

第5位 森田 里子 森田 光雄 桐生スターレーン 804 60
第4位 小川 美紀 831
第5位 西村 光代 831 第2シフト 4G H/C
第6位 前屋 瑠美 819 優勝 安永 隆善 小柳 由美子 品川プリンスホテルB/C 860 50
第7位 田中 初美 812 第2位 中島 敬子 勝部 松江 新狭山グランドボウル 845 100
第8位 山賀 昭子 802 40 第3位 星野 眞由美 吉田 由美子 ＡＣグランド 826 90
第9位 的場 美由希 797 第4位 細野 嘉昭 中里 美和子 スマイルフィールド 90 90
第10位 渡邊 瑠花 779 第5位 北山 暢子 鈴木 珠美 四つ木イーグルボウル 80 80
第11位 岸田 有加 779
第12位 加門 満代 765 シングルス
第13位 小林 あゆみ 755 2G H/C
第14位 鈴木理沙 747 1位 保木 政代 スマイルフィールド 456 60
第15位 石井 利枝 746 40 2位 渡辺 和夫 CKボウル新座 451 30
第16位 小野 日出朱 740 40 3位 雨ノ宮 久則 ココレーン三島 443 30
第17位 荻窪 美咲 737 4位 北山 暢子 四つ木イーグルボウル 443 40
第18位 鶴岡 みさ子 733 40 5位 河東 嘉子 西東京レーン 440 50
第19位 末武 早苗 731 20 10位 星野 眞由美 ＡＣグランド 431 50
第20位 加藤 敦子 711 50位 近藤 裕香 御殿場パークレーンズ
第21位 座間 美子 710 100位 田島 敏昌 CKボウル新座
第22位 斉藤 悦子 698 150位 中島 清子 愛知川ボウル
第23位 原口 奈織 659 敢闘賞 笹平 佳治 軽井沢プリンスボウル
第24位 中野 美智子 622 20

オールエベンツ
シングルス 氏名 4G H/C
第1シフト 2G 1位 芳賀 裕美子 品川プリンスホテルB/C 952 80 プリンスカップ招待

優勝 佐藤 まさみ 451 2位 雨ノ宮 久則 ココレーン三島 883 60
第2位 岩見 彩乃 425 3位 安永 隆善 品川プリンスホテルB/C 872 40
第3位 座間 美子 424 4位 岩田 光子 コスモボウル羽島 853 120 プリンスカップ招待

5位 森田 里子 桐生スターレーン 852 80 プリンスカップ招待

第2シフト 6位 生田 アサヨ 相模ファーストレーン 851 120 プリンスカップ招待

優勝 岸田 有加 420 7位 大手 京子 桐生スターレーン 850 100 プリンスカップ招待

第2位 前屋 瑠美 410 8位 佐藤 明美 桐生スターレーン 847 100
第3位 原口 奈織 402 9位 井沢 好春 大磯プリンスB/C 846 60

10位 新井 貞雄 相模ファーストレーン 834 40

チーム（ベーカー）
第1シフト プロ 3G
優勝 田中 初美 柳沢 昭一 西野 久枝 山口 幸江 山口 千森 577
第2位 的場 美由希 中井 龍夫 古舘 隆 中井 おき 上村 和子 564
第3位 前屋 瑠美 金子 弘明 重里 真由美 関谷 彰 大城 貴子 561

第2シフト プロ 3Ｇ
優勝 渡邊 瑠花 中島 敬子 勝部 松江 梅沢 美幸 梅沢 勝弘 617
第2位 鈴木 理沙 鈴木 美知枝 佐藤 奈奈子 林 裕太 佐藤 学 591
第3位 星野 恵梨 星野 眞由美 河村 明子 岩田 光子 吉田 由美子 581

ベストドレッサー賞
Ｗ/S1 湯山 光 湯山 孝浩
Ｗ/S2 鈴木 美知枝 林 裕太
チーム1 芳賀 裕美子 山口 堯

鷹箸 志帆 東田 直樹
チーム2 郡司 加代子 谷川 和洋

菊地 トク 二ノ宮 昭代
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