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平成15年度　JBC主催大会
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

NHK杯争奪第37回全日本選抜ボウリング選手権大会 東 京 都 国分寺パークレーン 平成15年5月16日～18日 高橋宗義 村上　斉 阿部トミエ

経済産業大臣杯争奪第29回全日本実業団産業別ボウリング選手権大会 東 京 都 品川プリンスホテルボウリングセンター 平成15年6月20日～22日 根 田 光 朗 盛岡赤十字病院
田町ハイレーン 根田光朗 小山田節子 斉藤純一 佐々木　恵

第40回東日本ボウリング選手権大会 愛 知 県 稲沢グランドボウル 平成15年6月27日～29日 山 田 浩 幸 山田浩幸 三浦明寿 福井　洋 昆野広秋

第23回東日本シニアボウリング選手権大会 神奈川県 川崎グランドボウル 平成15年7 月4 日～ 6日 高 橋 三 千 男 吉田勝弘 畑福孝康 佐々木孝造 高橋三千男

第27回全日本中学ボウリング選手権大会 東 京 都 品川プリンスホテルボウリングセンター 平成15年7月30日・31日 富 谷 行 雄 小野寺亮太
個人HG、個人戦5位 小野寺亮太

JOCジュニアオリンピックカップ第27回全日本高校ボウリング選手権大会 東 京 都 品川プリンスホテルボウリングセンター 平成15年7月30日・31日 富 谷 行 雄 富谷昌行 富谷頼行

日本スポーツマスターズ2003和歌山大会 和歌山県 ブランズウィックスポルト和歌山 平成15年9月19日～23日 高 橋 三 千 男 高橋三千男 菅原和郎 畑福孝康 佐々木孝造
久 慈 順 子 久慈順子 大橋絹子 大平洋子 高橋絹子

選手権者決定戦 第6位 久慈順子

第36回全日本新人選手権大会 山 形 県 山形ファミリーボウル 平成15年9月26日～28日 阿 部 勝 弘 中村真一 岩渕洋人 松村春道

第7回アジアシニア選手権大会 グ ア ム セントラルレーンズ 平成15年10月3日～8日 久慈順子
マスターズ戦 第2位

第36回全日本シニアボウリング選手権大会 福 岡 県 博多スターレーン 平成15年10月24日～26日 佐 々 木 和 夫 佐々木和夫 田代　猛 小林恒雄 丸山忠夫
サンアローボウル 佐々木孝造 小林みち子 佐野峯英子

内閣総理大臣杯第32回全国都道府県対抗選手権大会 埼 玉 県 新狭山グランドボウル 平成15年11月6日～9日 高 橋 宗 義 高橋宗義 高橋三千男 高橋絹子 菅原里江
（第59回国体リハーサル大会）

第16回オールジャパンレディーストーナメント 神奈川県 新横浜プリンスホテルボウリングセンター 平成15年12月12日～14日 久 慈 順 子 紺野みかこ 久慈順子 小林みち子 高橋絹子
ミドルの部 第4位 久慈順子
シニアの部 第3位 高橋絹子

第32回全日本支部対抗ボウリング選手権大会 神奈川県 新横浜プリンスホテルボウリングセンター 平成16年1月23日～25日 根 田 光 朗 工藤文彰 鈴木　高 根田光朗
新沼幸枝 久慈順子

JBC会長杯第19回全日本年齢別ボウリング競技大会 福 岡 県 博多スターレーン 平成16年2 月6 日～ 8日 大 橋 学 富谷伸行 大橋　学 菅原里江
伊藤博志 石川　明

文部科学大臣杯代42回全日本ボウリング選手権大会 東 京 都 品川プリンスホテルボウリングセンター 平成16年3月19日～22日 沼 田 聡 藤村他可夫 鈴木　高 沼田　聡
菊池英明 佐々木博幸 伊藤博志

神奈川県 新横浜プリンスホテルボウリングセンター 平成16年3月19日～22日 菅 原 里 江 菅原里江 林　　潤 小山田真弓
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平成15年度　東北地区連合主催大会（1）
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

第23回東北選抜ボウリング選手権大会 岩 手 ビッグハウス・スーパーレーン 平成15年4月19日・20日 久 慈 順 子 久慈順子 小笠原由美子 阿部トミエ 小林みち子
新沼幸枝 鈴木ゆかり 大橋絹子 小山田節子
高橋絹子 紺野みかこ 小笠原ケイ子
伊藤　誠 高橋宗義 沼田　聡 木村　聡
佐々木和夫 大平恵介 赤澤　清 小野寺亮太
小笠原　賢 川原重治郎 阿部勝弘 黒澤　誠
丸山忠夫 鈴木　高 高橋三千男 小林恒雄
大倉和男 山田浩幸 工藤文彰 山崎剛志

入賞者
男子
第5位 佐々木和夫 2,235
女子
個人H/G 久慈順子 257
第4位 新沼幸枝 1,366
第5位 久慈順子 1,348

日本スポーツマスターズ東北ブロック大会 秋 田 台由ボウル 平成14年6月14日・15日 男子：
阿 部 勝 弘 栃内秀士 高橋三千男 菅原和郎 伊藤　誠

女子：
阿 部 ト ミ エ 大平洋子 高橋絹子 久慈順子 大橋絹子

入賞者
女子2人チーム戦
第1位 久慈順子 大橋絹子 2,239
男子4人チーム戦
第2位 高橋三千男 菅原和郎

栃内秀士 伊藤　誠 4,487
女子4人チーム戦
第2位 大平洋子 高橋絹子

大橋絹子 久慈順子 4,159
女子個人総合
第1位 久慈順子 2,856

第2回東北中学生ボウリング選手権大会 青 森 イーストボウル 平成15年6月21日・22日 阿 部 勝 弘 小野寺亮太 宇部　健
中学個人戦
第2位 小野寺亮太 2,237

第2回東北高校生ボウリング選手権大会 青 森 イーストボウル 平成15年6月21日・22日 阿 部 勝 弘 山崎剛志 富谷昌行 富谷頼行
山本彩加 菊池千佳子

派 遣 選 手

3/18 IWATE BOWLING ASSOCIATION



平成15年度　東北地区連合主催大会（2）
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

平成15年度国民体育大会東北ブロック大会 青 森 イーストボウル 平成15年7月18～20日 成年男子
兼第30回東北総合体育大会 阿 部 勝 弘 外山了一 小笠原　賢 木村　聡 佐々木和夫

成年女子
菊 池 史 和 紺野みかこ 小笠原由美子 束稲正子 阿部トミエ

少年男子
富 谷 行 雄 山崎剛志 富谷昌行

少年女子
上 野 吉 朗 山本彩加 菊池千佳子

団体戦　成年男子
第5位 4,410
個人戦　成年男子ユース
第5位 外山了一 1,125
個人戦　成年男子ミドル
第5位 小笠原　賢 1,140
個人戦　成年男子ハイミドル
第4位 木村　聡 1,182
個人戦　成年男子マスターズ
第5位 佐々木和夫 1,095
団体戦　成年女子
第5位 4,279
個人戦　成年女子ユース
第5位 紺野みかこ 1,065
個人戦　成年女子ミドル
第3位 小笠原由美子 1,141
個人戦　成年女子ハイミドル
第2位 束稲正子 1,080
個人戦　成年女子マスターズ
第4位 阿部トミエ 1,056
団体戦　少年男子
第5位 1,954
個人戦　少年男子
第7位 富谷昌行 1,057
第10位 山崎剛志 1,004
団体戦　少年女子
第6位 1,630
個人戦　少年女子
第11位 山本彩加 839
第12位 菊池千佳子 637
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平成15年度　東北地区連合主催大会（3）
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

第25回東北社会人ボウリング選手権大会 福 島 ダイマツボウル 平成15年8月9日･10日 菊 池 史 和 木村　聡 黒澤　誠 小笠原　賢 吉田勝弘
千葉　勇 大平恵介 工藤文彰 丸山忠夫
山田浩幸 小林恒雄 川島三男 佐々木和夫
川原重治郎 藤村他可夫 阿部勝弘 村上　渡
大橋　学 小野寺　章
小笠原由美子 鈴木ゆかり 新沼幸枝 大平洋子
菅原里江 阿部トミエ 小林みち子 阿部暁美
紺野みかこ

入賞者
女子個人戦
第1位 小笠原由美子
第6位 新沼幸枝
女子個人ハイゲーム 小笠原由美子 243
女子個人ハイゲーム 新沼幸枝 243
女子個人ハイシリーズ 小笠原由美子 641

第30回東北実業団ボウリング選手権大会 秋 田 台由ボウル 平成15年10月18日･19日 根 田 光 朗 盛岡赤十字病院
根田光朗 小山田節子 斉藤純一
細井義行 佐々木　恵 鈴木弘文
ＪＲ東日本盛岡
畠山　守 岩本　定 中村栄治 熊谷郁夫
石田孝史 下山純一 高橋良典
ＮＥＣ東北
小野寺日出子 岩渕洋人 千葉清一
ＳＭＣ釜石
藤原　篤 昆　英生 坂本　貢
岩手県予防医学協会
鈴木和彦 飯塚　隆 鈴木　等
鎌田　渉 北 舘 潤 一

入賞者
団体戦第2位 盛岡赤十字病院A
根田光朗 小山田節子 斉藤純一 5,220
団体戦第3位 ＳＭＣ釜石
昆　英生 藤原　篤 坂本　貢 5,111
団体戦チームハイシリーズ 盛岡赤十字病院A
根田光朗 小山田節子 斉藤純一 1,849
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平成15年度　東北地区連合主催大会（4）
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

第30回東北ボウリング選手権大会 宮 城 多賀城スターレーン 平成15年11月15日･16日 阿 部 勝 弘 村上　斉 木村　聡 沼田　聡 佐々木和夫
山田浩幸 高橋宗義 小野寺亮太 黒澤　誠
栃内秀士 高橋三千男 高橋宗康 赤澤　清
新沼幸枝 阿部トミエ 鈴木ゆかり 久慈順子
紺野みかこ 阿部暁美 小林みち子 高橋絹子

入賞者
男子4人チーム戦
第1位 5,149
村上　斉 木村　聡 沼田　聡 佐々木和夫

第23回東北シニアボウリング選手権大会 山 形 山形ファミリーボウル 平成15年12月6日・7日 阿 部 勝 弘 川原重治郎 佐々木和夫 佐々木盛徳 丸山忠夫
藤村他可夫 阿部勝弘 石川　明 高橋三千男
富谷行雄 小林恒雄 菊池　進 滝沢和夫
菊池巳之吉 佐々木孝造 阿部トミエ 久慈順子
小林みち子 高橋絹子

入賞者
男子個人戦
第4位 川原重治郎 1,327
第5位 藤村他可夫 1,323
女子個人戦
第1位 久慈順子 1,241
第2位 阿部トミエ 1,172
男子2人チーム戦
第1位 川原重治郎 佐々木和夫 2,610
女子2人チーム戦
第1位 阿部トミエ 久慈順子 2,371
第2位 小林みち子 高橋絹子 2,219
男子個人総合
第1位 佐々木和夫 3,308
第4位 丸山忠夫 3,194
女子個人総合
第1位 久慈順子 3,060
第2位 阿部トミエ 2,949
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（1）
大 会 名

公 認
No. 会 場 期 日 参 加 人 数

IBC杯第21回岩手県2人チーム選手権大会 IT03-02 水沢ジャンボボウル 平成15年4月6日 96名 優勝:矢巾C 沼田　聡 阿部トミエ 3,639
２位:ｽｰﾊﾟｰA 工藤文彰 村上　斉 3,591
３位:水沢A 鈴木ゆかり 木村　聡 3,582
４位:北上C 高橋三千男 高橋絹子 3,474
５位:矢巾B 小笠原由美子 小笠原　賢 3,432
６位:矢巾A 助川公一 阿部勝弘 3,403
個人H/G 鈴木ゆかり 260
個人H/S 鈴木ゆかり 679

兼第23回東日本シニア選手権大会県選考会 男子の部
第１位 高橋三千男 1,175
第２位 吉田勝弘 1,148
第３位 佐々木孝造 1,128
第４位 畑福孝康 1,109

兼第30回東北総合体育大会第4次選考会 男子の部
ユース 第１位 外山了一 5,927

第２位 三浦明寿 5,804
ミドル 第１位 千葉　力 6,048

第２位 小笠原　賢 5,982
ハイミドル 第１位 木村　聡 6,315

第２位 高橋宗義 5,971
マスターズ 第１位 佐々木和夫 6,028

第２位 佐々木健三 5,921
女子の部
ユース 第１位 紺野みかこ 5,309

第２位 佐藤明美 5,139
ミドル 第１位 鈴木ゆかり 5,612

第２位 小笠原由美子 5,541
ハイミドル 第１位 大平洋子 5,124

第２位 山田真利子 5,009
マスターズ 第１位 阿部トミエ 5,626

兼第3回日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ東北ﾌﾞﾛｯｸ県選考会 男子の部
第１位 菅原和郎 1,155
第２位 高橋三千男 1,145
第３位 栃内秀士 1,142
第４位 伊藤　誠 1,141
女子の部
第１位 大平洋子 1,030
第２位 大橋絹子 1,028
第３位 久慈順子 1026
第４位 小林みち子 939

入 賞 者
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（2）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

兼第40回東日本選手権大会県選考会 IT03-02 水沢ジャンボボウル 平成15年4月6日 96名 男子の部
第１位 坂本　貢 1,145
第２位 高橋三千男 1,145
第３位 嶋廻敏夫 1,140
第４位 高橋宗康 1,128
女子の部
第１位 阿部トミエ 1,211
第２位 鈴木ゆかり 1,074
第３位 紺野みかこ 1,055
第４位 林崎叔子 1,050

第30回東北総合体育大会少年第1次選考会 IT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成15年4月13日 5名 男子の部
第１位 山崎剛志 1,600
第２位 富谷昌行 1,571
第３位 菅原孔明 1,511
第４位 富谷頼行 1,403
第５位 山口惇平 1,272

第30回東北総合体育大会最終選考会 IT03-03 ビッグハウス･スーパーレーン 平成15年4月12日･13日 17名 男子の部
平成15年4月26日･27日 ユース 外山了一 4,612

ユース 大橋　学 4,322
ユース 三浦明寿 4,255
ミドル 小笠原　賢 4,716
ミドル 工藤文彰 4,554
ミドル 黒澤　誠 4,493
ハイミドル 木村　聡 4,676
ハイミドル 菊池英明 4,644
ハイミドル 菊池史和 4,518
マスターズ 佐々木和夫 4,610
マスターズ 阿部勝弘 4,318
女子の部
ユース 紺野みかこ 2,036 (12G)
ミドル 小笠原由美子 4,363
ミドル 鈴木ゆかり 4,153
ハイミドル 大平洋子 4,066
ハイミドル 束稲正子 4,012
マスターズ 阿部トミエ 3,923

入 賞 者
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（3）
大 会 名

公 認
No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第5回岩手県中学･高校ボウリング選手権大会 IT03-06 盛岡スターレーン 平成15年5月11日 9名 中学生男子の部
第１位 小野寺亮太 1,837
第２位 宇部　健 1,557
第３位 菅原修明 1,342
高校生男子の部
第１位 山崎剛志 1,723
第２位 富谷昌行 1,595
第３位 富谷頼行 1,543

高校生女子の部
第１位 山本彩加 1,076
第２位 菊池千佳子 882

兼第30回東北総合体育大会少年最終選考会 男子の部
第１位 山崎剛志 3,323
第２位 富谷昌行 3,166

女子の部
第１位 山本彩加 1,076
第２位 菊池千佳子 882

第15回岩手県実業団ボウリング選手権大会 IT03-05 盛岡スターレーン 平成15年5月11日 33名 予選成績
兼第30回東北実業団ボウリング選手権大会県選考会 11チーム 1位：NEC東北

武田礼治・高橋宗義・千葉清一・岩渕洋人

4位：SMC釜石
昆英生・藤原篤・坂本貢

5位：ベル開発A
大倉和男・吉岡茂樹・佐々木聡昭

NEC東北
6位：日本端子
佐々木薫・阿部政勝・佐藤禎

3位：予防医学協会
鈴木和彦・鈴木　等・飯塚　隆

2位：盛岡赤十字病院A
根田光朗・小山田節子・斉藤純一

3位決定戦

入 賞 者

ベル開発A
予防医学協会

予防医学協会

405

385

316

399

344

359

389

366

373

341

347

357
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（4）
大 会 名

公 認
No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第15回岩手県実業団ボウリング選手権大会 IT03-05 盛岡スターレーン 平成15年5月11日 33名 団体戦
兼第30回東北実業団ボウリング選手権大会県選考会 11チーム 第１位 NEC東北

第２位 盛岡赤十字病院A
第３位 予防医学協会
個人戦
第１位 千葉清一 NEC東北 1,308

第２位 鈴木和彦 予防医学協会 1,217

第３位 昆　英生 SMC釜石 1,211
個人H/G 千葉清一 NEC東北 269
個人H/S 昆　英生 SMC釜石 725

第14回岩手県社会人ボウリング選手権大会 IT03-07 キャニオンボウル 平成15年6月8日 74名 決勝トーナメント
第１位 鈴木ゆかり 219
第２位 村上　斉 216
第３位 小笠原由美子 197
第４位 束稲正子 193
第５位 丸山忠夫 226
第６位 千葉　勇 192
個人H/G 村上　斉 265
個人H/S 小笠原由美子 676

兼第25回東北社会人ボウリング選手権大会県選考会 キャニオンボウル 平成15年6月8日 74名 男子
第１位 木村　聡 1,343
第２位 黒澤　誠 1,240
第３位 小笠原　賢 1,230
第４位 吉田勝弘 1,229
第５位 千葉　勇 1,229
第６位 大平恵介 1,227
第７位 工藤文彰 1,222
第８位 丸山忠夫 1,202
第９位 山田浩幸 1,196

第１０位 小林恒雄 1,188
第１１位 川島三男 1,178
第１２位 佐々木和夫 1,160
第１３位 川原重治郎 1,095
第１４位 菊池史和 1,085
第１５位 藤村他可夫 1,049
第１６位 阿部勝弘 1,049

女子
第１位 小笠原由美子 1,184
第２位 鈴木ゆかり 1,155
第３位 新沼幸枝 1,142
第４位 大平洋子 1,138
第５位 菅原里江 1,110
第６位 阿部トミエ 1,102
第７位 小林みちこ 1,059

入 賞 者
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（5）
大 会 名

公 認
No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第5５回岩手県民体育大会 IT03-08 ビッグハウス･スーパーレーン 平成15年7月5日・6日 176名 団体戦 市の部
1位：盛岡市 7,061

2位：花巻市 6,803

3位：一関市 6,736

4位：水沢市 6,599

5位：陸前高田市      6,585

6位：北上市 6,788

7位：久慈市 6,477

8位：遠野市 6,444

団体戦 町村の部
1位：矢巾町 6,817

2位：雫石町 6,668

3位：玉山村 6,597

4位：大迫町 6,309

5位：岩手町 6,302

6位：滝沢村 6,231

7位：金ヶ崎町 6,228

8位：石鳥谷町 6,169

年齢別個人戦（男女混合）
29才以下
第１位 外山了一 岩手町 1,851
第２位 中村真一 岩手町 1,757
第３位 佐藤信也 水沢市 1,696
30才代
第１位 沼田　聡 滝沢村 1,874
第２位 簗田幸司 紫波町 1,775
第２位 阿部暁美 釜石市 1,775
40才代
第１位 山口忠司 岩手町 1,808
第２位 小山田節子 盛岡市 1,801
第３位 大平恵介 花巻市 1,769
50才以上
第１位 久慈順子 雫石町 1,850
第２位 田代　猛 大船渡市 1,842
第３位 上野千枝子 一関市 1,779

入 賞 者

高橋文和・稲垣譲治・阿部トミエ・阿部勝弘

鎌田敬一・佐々木純子・鎌田蕃・嶋廻敏夫

山口忠司・丹内忠・中村真一・外山了一

広田雄司・及川めぐみ・及川勝幸・沼田聡

似内正紀・瀬川善春・平沢啓一・藤原孝至

岩崎京子・千葉清一・千葉勇・佐々木健三

菊池英明・金山秀敏・高橋次男・鈴木ゆかり

大塚徹・佐野峯英子・根澤由則・久慈順子

助川公一・佐々木信夫・沼田信男・沼田秀世

藤原将臣・鈴木薫・菅原和郎・大石勝男

佐藤哲雄・高澤公省・田代一宏・白江百合子

佐藤稔・林崎淑子・高橋和生・小國孝喜

間泰勝・大橋学・皆川隆夫・中新井田理

菊池巳之吉・滝沢和夫・菊池晃・菊池史和

小笠原由美子・鈴木高・川原重治郎・藤村他可夫

伊藤誠・大平恵介・菅野健美・三浦明寿
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（6）
大 会 名

公 認
No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第19回岩手県知事杯争奪ボウリング選手権大会 IT03-09 盛岡スターレーン 平成15年8月3日 77名 決勝パラマス方式
男子
決勝戦 村上　斉 259-193 佐々木博幸
3位決定戦 佐々木博幸 248-198 岩崎敬人

第１位 村上　斉
第２位 佐々木博幸
第３位 岩崎敬人
第４位 栃内秀士
第５位 赤澤　清
第６位 佐々木和夫

女子
決勝戦 鈴木ゆかり 199-167 小林みち子
3位決定戦 鈴木ゆかり 194-185 久慈順子

第１位 鈴木ゆかり
第２位 小林みち子
第３位 久慈順子
第４位 小笠原由美子
第５位 阿部トミエ
第６位 紺野みかこ

兼第35回全日本シニア選手権大会県選考会 男子の部
50～59才
第１位 佐々木和夫 1,293
第２位 田代　猛 1,212
60～69才
第１位 佐々木孝造 1,141
第２位 丸山忠夫 1,136
70才以上
第１位 菊池巳之吉 1,026
女子の部
50～59才
第１位 小林みち子 1,165
第２位 佐野峯英子 999

兼第30回東北選手権大会第1次選考会 男子の部
第１位 村上　斉 1,460
第２位 栃内秀士 1,409
第３位 菅原和郎 1,300
第４位 佐々木和夫 1,293
第５位 赤澤　清 1,288
第６位 菊池英明 1,281

女子の部
第１位 鈴木ゆかり 1,189
第２位 小林みち子 1,165
第３位 紺野みかこ 1,161
第４位 久慈順子 1,152
第５位 小笠原由美子 1,151
第６位 新沼幸枝 1,150

入 賞 者
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（7）
大 会 名

公 認
No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第15回岩手県連会長杯争奪ボウリング選手権大会 IT03-10 盛岡スターレーン 平成15年9月7日 76名 第１位 佐々木和夫 1,659
第２位 小林みち子 1,578
第３位 高橋絹子 1,556
第４位 高橋三千男 1,539
第５位 佐々木博幸 1,515
第６位 小笠原　賢 1,482
個人H/G 小林みち子 292
個人H/S 村上　斉 722

兼第32回全国都道府県対抗(国体リハーサル大会)選手権大会選考会 男子の部
第１位 高橋三千男 1,282
第２位 高橋宗義 1,202
女子の部
第１位 高橋絹子 1,074
第２位 菅原里江 971

兼第16回オールジャパンレディーストーナメント選考会 《レディースの部》 25～49才以下
第１位 紺野みかこ 1,036
第２位 菅原里江 971
《シニアレディースの部》 50才以上
第１位 小林みち子 1,153
第２位 久慈順子 1,148

兼第22回東北シニア選手権大会選考会 男子
第１位 高橋三千男 1,282
第２位 佐々木和夫 1,200
第３位 小原勝弘 1,175
第４位 川原重治郎 1,141
第５位 富谷行雄 1,124
第６位 菅原泰則 1,108
女子
第１位 久慈順子 1,148
第２位 高橋絹子 1,074
第３位 阿部トミエ 1,046
第４位 佐野峯英子 1,017

兼第30回東北選手権大会最終選考会 男子の部
第１位 村上　斉 2,735
第２位 栃内秀士 2,569
第３位 山田浩幸 2,496
第４位 佐々木和夫 2,493
第５位 黒澤　誠 2,470
第６位 沼田　聡 2,447
第７位 高橋三千男 2,446
第８位 木村　聡 2,420
第９位 小笠原　賢 2,417
第１０位 高橋宗義 2,409
第１１位 赤澤　清 2,368
第１２位 小野寺亮太 2,366

入 賞 者
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（8）
大 会 名

公 認
No. 会 場 期 日 参 加 人 数

兼第30回東北選手権大会最終選考会 IT03-10 盛岡スターレーン 平成15年9月7日 76名 女子の部
第１位 小林みち子 2,318
第２位 久慈順子 2,300
第３位 鈴木ゆかり 2,299
第４位 小笠原由美子 2,232
第５位 新沼幸枝 2,209
第６位 紺野みかこ 2,197
第７位 阿部トミエ 2,188
第８位 高橋絹子 2,138

第30回岩手県ボウリング選手権大会 IT03-11 ビッグハウス･スーパーレーン 平成15年10月5日 110名 男子個人総合
第１位 工藤文彰 2,635
第２位 村上　斉 2,628
第３位 鈴木　高 2,503
第４位 高橋宗義 2,483
第５位 木村　聡 2,464
第６位 伊藤　誠 2,455
男子個人戦
第１位 高橋宗義 1,344
第２位 村上　斉 1,332
第３位 工藤文彰 1,287
第４位 佐々木博幸 1,282
第５位 木村　聡 1,271
第６位 鈴木　高 1,248
男子2人チーム戦
1位：ｽｰﾊﾟｰA 工藤文彰 村上　斉 1,317
2位：ｽｰﾊﾟｰB 鈴木　高 根田光朗 1,227
3位：北上A 伊藤博志 小原勝弘 1,220
4位：ｽﾀｰC 小野寺亮太 黒澤　誠 1,213
5位：水沢A 福井　洋 木村　聡 1,193
6位：ｽｰﾊﾟｰD 大倉和男 栃内秀士 1,178
男子個人H/G 村上　斉　 269
男子個人H/G 伊藤　誠 269
男子個人H/S 高橋宗義 743

女子個人総合
第１位 阿部トミエ 2,303
第２位 鈴木ゆかり 2,293
第３位 小林みち子 2,213
女子個人戦
第１位 阿部トミエ 1,205
第２位 鈴木ゆかり 1,189
第３位 小笠原由美子 1,117
女子2人チーム戦
1位：ｽｰﾊﾟｰ 阿部恵利子 小山田節子 1,127
2位：ｽﾀｰ 大平洋子 新沼幸枝 1,118
3位：ﾒｲｸ 鈴木ゆかり 阿部トミエ 1,087
女子個人H/G 鈴木ゆかり 257
女子個人H/S 阿部トミエ 668

入 賞 者
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（9）
大 会 名

公 認
No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第18回岩手県支部対抗ボウリング選手権大会 IT03-12 盛岡スターレーン 平成15年11月2日 80名 決勝ベーカー方式トーナメント
兼第32回全日本支部対抗選手権大会選考会 16チーム 1位:ｽｰﾊﾟｰ

2位：盛岡ｽﾀｰA

3位：盛岡ｽﾀｰB

4位：水沢

5位：矢巾

6位：花巻

個人H/G 佐々木和夫 256
個人H/G 五嶋和也 256
個人H/S 佐々木和夫 666

岩手日報杯第19回岩手県3人チームボウリング選手権大会 IT03-13 ビッグハウス･スーパーレーン 平成15年11月30日 96名 1位：ｽﾀｰC
大橋絹子・新沼幸枝・藤村他可夫

2位：ｽﾀｰA
黒澤　誠・小野寺亮太・久慈順子

3位：ｽｰﾊﾟｰB
加藤典博・小山田節子・斉藤純一

4位：紫波A
簗田幸司・鎌田敬一・山田浩幸

5位：北上B
高橋三千男・高橋絹子・小原勝弘

6位：矢巾A
阿部トミエ・奥富政雄・阿部勝弘

個人H/G 小野寺亮太 267
個人H/S 石川　明 701

兼第19回JBC会長杯全日本年齢別競技大会県選考会 10才代 富谷伸行 1,139
20才代 大橋　学 1,202
30才代 菅原里江 1,165
40才代 伊藤博志 1,182
50才代 石川　明 1,234

5,299

菅原和郎・鈴木薫・福井洋・鈴木ゆかり・菊池英明

沼田聡・小林みち子・小林恒雄・阿部トミエ・阿部勝弘

菅野健美・三浦明寿・畑福孝康・大平恵介・伊藤誠

入 賞 者

工藤文彰・村上斉・根田光朗・鈴木高・栃内秀士

小野寺亮太・新沼幸枝・黒澤誠・佐々木和夫・久慈順子

5,327

5,441

佐々木盛徳・大橋絹子・藤村他可夫・川原重治郎・丸山忠夫

5,275

5,251

5,247
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（10）
大 会 名

公 認
No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第5回岩手県年齢別ボウリング選手権大会 IT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成16年1月18日 80名 10才代
盛岡スターレーン 平成16年2月1日 77名 第１位 岩崎敬人 3,782

第２位 小野寺亮太 3,653
第３位 富谷伸行 3,388
20才代
第１位 紺野みかこ 3,449
第２位 大橋　学 3,375
第３位 小原誠光 3,179
30才代
第１位 鈴木ゆかり 3,861
第２位 小笠原由美子 3,803
第３位 沼田　聡 3,732
40才代
第１位 高橋宗康 3,739
第２位 菊池英明 3,735
第３位 助川公一 3,687
50才代
第１位 藤村他可夫 3,761
第２位 伊藤　誠 3,749
第３位 佐々木和夫 3,720
60才以上
第１位 高橋絹子 3,386
第２位 丸山忠夫 3,385
第３位 佐々木盛徳 3,284
個人H/G 藤村他可夫 290
個人H/S 高橋宗康 743

兼第41回全日本選手権大会県選考会 男子
第１位 藤村他可夫 3,761
第２位 伊藤　誠 3,749
第３位 高橋宗康 3,739
第４位 菊池英明 3,735
第５位 沼田　聡 3,732
第６位 佐々木和夫 3,720
女子
第１位 鈴木ゆかり 3,591
第２位 小笠原由美子 3,533
第３位 久慈順子 3,386
第４位 大平洋子 3,343
第５位 小林みち子 3,236
第６位 紺野みかこ 3,179

入 賞 者
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（11）
大 会 名

公 認
No. 会 場 期 日 参 加 人 数

兼第31回東北総合体育大会第1次選考会 IT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成16年1月18日 80名 成年男子
兼第31回東北総合体育大会第2次選考会 盛岡スターレーン 平成16年2月1日 77名 ユース

第１位 岩崎敬人 3,782
第２位 富谷伸行 3,388
ミドル
第１位 沼田　聡 3,732
第２位 佐々木博幸 3,596
ハイミドル
第１位 高橋宗康 3,739
第２位 菊池英明 3,735
マスターズ
第１位 藤村他可夫 3,761
第２位 伊藤　誠 3,749
成年女子
ユース
第１位 佐藤明美 3,243
ミドル
第１位 小笠原由美子 3,533
第２位 紺野みかこ 3,179
ハイミドル
第１位 鈴木ゆかり 3,591
第２位 大平洋子 3,343
マスターズ
第１位 久慈順子 3,386
第２位 小林みち子 3,236

第17回岩手県4人チームボウリング選手権大会 IT03-15 水沢ジャンボボウル 平成16年3月7日 80名 1位:ｽﾀｰA 7,334

20チーム
2位：水沢A 7,062

3位：矢巾B 6,991

4位：ｽﾀｰB 6,966

5位：ｽｰﾊﾟｰA 6,943

6位：ﾒｲｸ一関 6,871

個人H/G 山崎剛志 266
個人H/S 小笠原　賢 703

入 賞 者

黒澤　誠・小野寺亮太・石川　明・川原重治郎

山崎剛志・根田光朗・栃内秀士・大倉和男

千葉　勇・川島三男・大橋　学・高橋宗義

佐々木和夫・藤村他可夫・新沼幸枝・久慈順子

鈴木ゆかり・福井　洋・佐々木博幸・木村　聡　

小笠原由美子・助川公一・沼田　聡・小笠原　賢
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平成15年度　事業報告　県連盟主催大会（12）
大 会 名

公 認
No. 会 場 期 日 参 加 人 数

兼第31回東北総合体育大会第3次選考会 IT03-15 水沢ジャンボボウル 平成16年3月7日 80名 成年男子
20チーム ユース

第１位 岩崎敬人 4,897
第２位 大橋　学 4,444
ミドル
第１位 沼田　聡 4,911
第２位 佐々木博幸 4,857
ハイミドル
第１位 小笠原　賢 4,981
第２位 菊池英明 4,898
マスターズ
第１位 藤村他可夫 4,900
第２位 伊藤　誠 4,883
成年女子
ユース
第１位 佐藤明美 3,988
ミドル
第１位 小笠原由美子 4,646
第２位 紺野みかこ 4,266
ハイミドル
第１位 鈴木ゆかり 4,668
第２位 山田真利子 4,110
マスターズ
第１位 久慈順子 4,504
第２位 大橋絹子 4,290

入 賞 者

18/18 IWATE BOWLING ASSOCIATION


