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「 優勝 はただの夢ではなく、
はっきりと目標に変わりました」
キャリア15年目の森彩奈江プロ。P★League登場時には シンデレラ
ガール と称されたが、これまで歩んできたボウリング人生は決して真っす
ぐな一本道ではなく、右に左に曲がりくねった 長くて遠い回り道 。否、そ
もそも道ははじめからあるのではなく、歩いた跡が道になっていくもの。回
り道して苦労しながら、それでも歩みを止めない人は案外強く、森プロも
きっとその一人に違いない――。
（PHOTO：福地和男）
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●11月27日
神奈川・相模原パークレーンズ
●11月28日
京都・アルプラザボウル亀岡
●12月5日
神奈川・厚木ツマダボウル
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プし、森はその4大会すべてに

もり・さなえ／1978年11月19
日生まれ、静岡県出身。164㌢
54㌔、右投げ。血液型Ａ。200
7年プロ入り
（40期／ライセンス
№429）。公認パーフェクト5回。
20／21年度ポイントランキング
27位、アベレージ200.45
（千葉
オープン女 子 終 了 現 在 ）。 P ★
League優勝5回
（シーズン総合優
勝1回）
。フリー。

