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平成19年度　JBC主催大会（１）
大 会 名 主管 会 場 期 日 監 督

ＮＨＫ杯争奪第４１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19年5月11日～13日 木村　聡 藤原孝至 宇部　健 鈴木ゆかり

第２０回オールジャパンレディーストーナメント 岡山県 水島国際ボウリング会館 平成19年6月8日～10日 久慈順子 久慈順子 吉田美都子

経済産業大臣杯争奪第３３回全日本実業団産業別選手権大会 宮城県 勝山ボウリングクラブ 平成19年6月15日～17日 根田光朗 盛岡赤十字病院
泉スカイボウル 小山田節子 佐々木　恵 根田光朗

岩手県予防医学協会
鈴木和彦 川端寿行 鈴木　等 飯塚　隆
ＮＥＣ東北
高橋宗義 小野寺誠之 千葉清一 武田礼治

第４４回東日本ボウリング選手権大会 山形県 山形ファミリーボウル 平成19年6月22日～24日 沼田　聡 山崎剛志 沼田　聡 菅原修明 藤原孝至
久慈順子 小笠原由美子 阿部暁美 鈴木ゆかり

第４０回全日本シニア選手権大会 愛知県 稲沢グランドボウル 平成19年7月6日～8日 久慈順子 久慈順子 佐々木孝造
【入賞】

女子シニア個人戦第１位
女子シニア選手権者決定戦第２位

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ争奪 東京都 品川プリンスホテルＢ/Ｃ 平成19年7月24日～25日 菅原里江 菅原修明 小野寺亮太 門間陽平
第３１回全日本高校ボウリング選手権大会 菊地　葵 兼平彩夏

日本スポーツマスターズ２００７滋賀 滋賀県 大津ボウル 平成19年9月14日～17日 佐々木和夫 伊藤　誠 佐々木和夫 大平恵介 菅原和郎
大平洋子 吉田美都子 小林みち子 及川弘代

第２０回全国スポーツ・レクリエーション祭 青森県 ゆりの木ボウル 平成19年9月22日～25日 阿部勝弘 阿部トミエ 川原重治郎 菅原登美子 阿部勝弘
【入賞】

混合2人ﾁｰﾑ戦(50歳代)第5位 阿部トミエ,川原重治郎
個人戦(５０歳代女子)第２位 阿部トミエ

第４０回全日本新人ボウリング選手権大会 兵庫県 神戸六甲ボウル 平成19年10月12日～14日 菊地明美 菊地　葵 菊地明美

第９回アジアシニア選手権大会 三重県 サーキットボウル 平成19年11月7日～15日 久慈順子
【入賞】

シングルス第３位
４人チーム戦第２位
オールエベンツ第２位
マスターズ第１位

文部科学大臣杯争奪第１４回全国高等学校対抗選手権大会 神奈川県 川崎グランドボウル 平成19年12月22日～24日 猿川温久 盛岡スコーレ高等学校
門間陽平 田屋晶浩 伊藤秀晃
田畑理沙 石川裕佳子

第３６回全日本支部対抗ボウリング選手権大会 福岡県 博多スターレーン 平成20年1月25日～27日 菊池英明 奥州支部
菅原勝則 高橋久美子 菅原将臣
菅原和郎 菊池英明

ＪＢＣ会長杯第２３回全日本年齢別ボウリング競技大会 神奈川県 川崎グランドボウル 平成20年2月1日～3日 高橋宗康 菅原修明 佐藤信也 及川勝幸 高橋宗康
千葉　勇

文部科学大臣杯争奪第４６回全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20年3月13日～16日 久慈順子 高橋宗康 千葉　勇 菅原修明
菅原勝則 小原誠光 阿部晃也
高橋久美子 久慈順子 菊地　葵
菅原里江 小笠原由美子 菊地明美

派 遣 選 手
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平成19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２７回東北選抜ボウリング選手権大会 山形 山形ファミリーボウル 平成19年4月14日～15日 木村　聡 鈴木ゆかり 久慈順子 高橋久美子 大平洋子
吉田美都子 阿部暁美 岩崎敬人 佐々木和夫
伊藤　誠 藤原孝至 木村　聡 小野寺亮太
吉田勝弘 中田純也 工藤文彰 黒澤　誠
【入賞】

男子第１位 藤原孝至
男子第６位 岩崎敬人
男子個人H/G 伊藤　誠 289

日本スポーツマスターズ２００７第７回東北ブロック大会 岩手 ビッグハウス　スーパーレーン 平成19年6月2日～3日 阿部勝弘 伊藤　誠 佐々木和夫 大平恵介 菅原和郎
大平洋子 吉田美都子 小林みち子 及川弘代
【入賞】

男子４人チーム第１位
男子２人チーム第２位 伊藤　誠・佐々木和夫
男子個人総合第１位 佐々木和夫
女子４人チーム第１位
女子２人チーム第３位 大平洋子・吉田美都子
女子２人チーム第５位 小林みち子・及川弘代
女子個人総合第２位 吉田美都子
女子個人総合第６位 大平洋子

第６回東北中学高校生ボウリング選手権大会 福島 ボウルアピア郡山 平成19年6月30日～7月1日 菊池史和 菅原修明 小野寺亮太 門間陽平 伊藤秀晃
吉田拓未 田屋晶浩 菊地　葵 兼平彩夏
田畑理沙 石川裕佳子
【入賞】

高校生女子第２位 菊地　葵
高校生女子第５位 兼平彩夏

第１２回東北実業団交流競技大会 宮城 多賀城スターレーン 平成19年7月7日～8日 高橋宗義 岩手県予防医学協会
鈴木和彦 飯塚　隆 鈴木　等
一方井正宏 勝政　亮 鎌田　渉
NEC東北
高橋宗義 岩渕洋人 千葉清一

第３４回東北総合体育大会 福島 ボウルアピア郡山 平成19年7月20日～22日 成年男子
兼平成１９年度国民体育大会東北ブロック大会 阿部勝弘 菅原孔明 工藤文彰 藤原孝至 千葉　勇

成年女子
根田光朗 米澤結香 居林悦子 鈴木ゆかり 久慈順子

少年男子
菊池史和 菅原修明 小野寺亮太

少年女子
小林みち子 兼平彩夏 菊地　葵

【入賞】
少年女子団体戦第３位
成年女子ハイミドル第３位

派 遣 選 手
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平成19年度　東北地区連合主催大会（2）
大 会 名 主管 会 場 期 日 監 督

第２９回東北社会人ボウリング選手権大会 宮城 多賀城スターレーン 平成19年9月8日～9日 木村　聡 及川勝幸 山本和行 沼田　聡 阿部暁美
菅原里江 久慈順子 藤原孝至 川原重治郎
丸山忠夫 小原誠光 佐々木孝造 菅野和郎
黒澤　誠 大平洋子 吉田勝弘 佐々木博幸
鈴木ゆかり 菅原勝則 工藤文彰 小林恒雄
木村　聡 菅原和郎 高橋久美子 菊池英明
柏原正勝 城守和幸 伊藤　誠
【入賞】

３人チーム戦第６位
及川勝幸 山本和行 沼田　聡

第３４回東北実業団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19年10月6日～7日 武田礼治 財団法人岩手県予防医学協会
飯塚　隆 川端寿行 鈴木　等 勝政　亮
北舘潤一 高橋光洋 金濱雄悦 一方井正宏
JR東日本盛岡
中田純也 村上正昭 中村栄治
三浦勇一 高橋良典 田中正二
盛岡赤十字病院
小山田節子 佐々木　恵 根田光朗 毛利明子
ＮＥＣ東北
高橋宗義 小野寺誠之 千葉清一 武田礼治
岩渕洋人
久慈市役所
皆川隆夫 﨑山公章 中新井田　理 関口英樹
【入賞】
団体戦第１位 ＪＲ東日本盛岡Ａ
中田純也 村上正昭 中村栄治
団体戦第６位 ＮＥＣ東北
高橋宗義 小野寺誠之 千葉清一 武田礼治

第３４回東北ボウリング選手権大会 青森 ワヤマボウル 平成19年10月27日～28日 阿部勝弘 菅原修明 小笠原　賢 工藤文彰 伊藤　誠
及川勝幸 藤原孝至 佐藤信也 高橋宗康
木村　聡 佐々木和夫 千葉　勇 山崎剛志
小笠原由美子 久慈順子 阿部暁美 菊地明美
大平洋子 高橋久美子 阿部トミエ 菅原里江
【入賞】
男子個人H/G 工藤文彰 290
男子２人チーム戦第５位 工藤文彰 伊藤　誠
男子２人チーム戦第６位 木村　聡 佐々木和夫
男子４人チーム戦第１位
木村　聡 佐々木和夫 千葉　勇 山崎剛志
男子マスターズ戦第４位 工藤文彰
男子マスターズ戦第６位 木村　聡
女子２人チーム戦第２位 小笠原由美子 久慈順子

第２７回東北シニアボウリング選手権大会 秋田 台由ボウル 平成19年11月10日～11日 阿部勝弘 阿部トミエ 吉田美都子 及川弘代 小林みち子
小林恒雄 佐々木和夫 伊藤　誠 吉田勝弘
薄衣純一 菊池巳之吉 佐々木孝造 菅原和郎
丸山忠夫 阿部勝弘 藤村他可夫 滝沢和夫
菊池　進 小原勝弘

派 遣 選 手
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平成19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２５回岩手県２人チーム選手権大会 MT03-06 キャニオンボウル 平成１９年４月１日 ８６名 １位:スターＦ 佐々木和夫 藤原孝至 3,929
(４３チーム) ２位:スターＧ 小野寺亮太 黒澤　誠 3,854

３位:スターＥ 川原重治郎 丸山忠夫 3,828
４位:ｽｰﾊﾟｰＡ 工藤文彰 小笠原　賢 3,823
５位:矢巾 阿部トミエ 阿部勝弘 3,757
６位:スターＤ 吉田勝弘 久慈順子 3,752
個人H/G 小笠原　賢 279
個人H/S 山崎剛志 748

兼日本スポーツマスターズ２００７選考会 男子 男子代表選手
３１名 伊藤　誠 佐々木和夫 大平恵介 菅原和郎

女子
７名 女子代表選手

大平洋子 吉田美都子 小林みち子 及川弘代

兼第２１回オールジャパンレディストーナメント選考会 ２０名 一般レディス(４５～５９歳)
久慈順子
シニアレディス(６０歳以上)
吉田美都子

兼第４５回東日本選手権大会選考会 男子 男子代表選手
５４名 山崎剛志 沼田　聡 菅原修明 藤原孝至

女子
１７名 女子代表選手

久慈順子 小笠原由美子 阿部暁美 鈴木ゆかり

第３４回東北総合体育大会最終選考会 MT03-08 盛岡スターレーン 平成１９年４月　７日･　８日 １３名 男子の部 (２４Ｇ)
平成１９年４月２１日･２２日 ユース 岩崎敬人 4,898

ユース 菅原孔明 4,538
ユース 富谷伸行 4,474
ミドル 工藤文彰 4,869
ミドル 平中　薫 4,755
ミドル 中村真一 4,510
ハイミドル 藤原孝至 5,049
ハイミドル 沼田　聡 4,805
ハイミドル 菅原勝則 4,739
マスターズ 千葉　勇 4,778

女子の部 (２４Ｇ)
ユース 米澤結香 2,131(12G)
ミドル 小笠原由美子 3,623(18G)
ハイミドル 鈴木ゆかり 4,668
ハイミドル 高橋久美子 4,292
ハイミドル 阿部暁美 4,262
マスターズ 久慈順子 4,748
マスターズ 阿部トミエ 4,271

入 賞 者

4/15 IWATE BOWLING ASSOCIATION



平成19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

第３４回東北総合体育大会少年第１次選考会 MT03-07 盛岡スターレーン 平成１９年４月８日 １０名 男子の部 (９Ｇ)
第１位 菅原修明 1,769
第２位 小野寺亮太 1,671
第３位 吉田拓未 1,630
第４位 門間陽平 1,459
第５位 伊藤秀晃 1,247
第６位 田屋晶浩 1,210

女子の部
第１位 兼平彩夏 1,613
第２位 菊地　葵 1,503
第３位 田畑理沙 1,372
第４位 石川裕佳子 1,096

第９回岩手県中学生高校生ボウリング競技会 MT03-07 盛岡スターレーン 平成１９年４月２２日 中学生 中学生男子の部 (９Ｇ)
１名 第１位 菊池和吉 1,126
高校生 高校生男子の部 (９Ｇ)
１０名 第１位 菅原修明 1,947

第２位 門間陽平 1,741
第３位 小野寺亮太 1,659

高校生女子の部
第１位 菊地　葵 1,707
第２位 兼平彩夏 1,676
第３位 田畑理沙 1,424

兼第３４回東北総合体育大会少年最終選考会 男子の部 (１８Ｇ)
第１位 菅原修明 3,716
第２位 小野寺亮太 3,330
女子の部
第１位 菊地　葵 3,289
第２位 兼平彩夏 3,210

第１８回岩手県社会人ボウリング選手権大会 MT03-09 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１９年５月２０日 ７２名 ３人チーム戦(２７G)
(２４チーム) 第１位:スターＡ 5,985

藤原孝至 大平洋子 佐々木和夫
第２位:奥州A 5,960
佐々木博幸 鈴木ゆかり 木村　聡
第３位:ｽｰﾊﾟｰB 5,727
岩泉　優 鈴木　高 小林恒雄
第４位:奥州B 5,704
高橋久美子 藤原将臣 菊池英明
第５位:花巻 5,703
城守和幸 大平恵介 伊藤　誠
第６位:矢巾 5,660
阿部トミエ 奥富政雄 阿部勝弘

男子個人表彰 (６Ｇ)
第１位 小林恒雄 1,471
第２位 木村　聡 1,420
第３位 佐々木和夫 1,415
第４位 藤原孝至 1,397
第５位 藤原将臣 1,392
第６位 伊藤　誠 1,382
個人H/G 佐々木和夫 300
個人H/S 藤原孝至 778

入 賞 者
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平成19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１８回岩手県社会人ボウリング選手権大会 MT03-09 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１９年５月２０日 ７２名 女子個人表彰
(２４チーム) 第１位 鈴木ゆかり 1,336

第２位 小笠原由美子 1,255
第３位 阿部トミエ 1,250
第４位 高橋久美子 1,229
第５位 吉田美都子 1,155
第６位 大平洋子 1,148
個人H/G 阿部トミエ 256
個人H/G 高橋久美子 256
個人H/S 鈴木ゆかり 690

兼第２９回東北社会人ボウリング選手権大会県選考会 男子 男子代表選手
４９名 小林恒雄 木村　聡 佐々木和夫 藤原孝至

女子 伊藤　誠 沼田　聡 吉田勝弘 川原重治郎
１１名 佐々木博幸 城守和幸 佐々木孝造 菅原和郎

丸山忠夫 柏原正勝 菅野和郎 菊池英明
工藤文彰 阿部勝弘 及川勝幸 山本和行
女子代表選手
鈴木ゆかり 小笠原由美子 阿部トミエ 高橋久美子
大平洋子 阿部暁美 菅原里江

第１９回岩手県実業団ボウリング競技会 MT03-09 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１９年５月２０日 ２６名 ３人チーム戦(２７G)
(２８チーム) 第１位:JR東日本盛岡Ａ 5,563

中田純也 村上正昭 中村栄治
第２位:NEC東北 5,363
高橋宗義 小野寺誠之 千葉清一
第３位:岩手県予防医学協会A 5,237
飯塚　隆 鈴木和彦 鈴木　等
第４位:盛岡赤十字病院 4,982
小山田節子 佐々木　恵 根田光朗
第５位:JR東日本盛岡Ｂ 4,657
岩崎史誉 三浦勇一 高橋良典
第６位:岩手県予防医学協会B 4,632
一方井正宏 勝政　亮 金濱雄悦

個人表彰 (６Ｇ)
第１位 大倉和男 1,365
第２位 鈴木和彦 1,345
第３位 村上正昭 1,299
第４位 小野寺誠之 1,270
第５位 千葉清一 1,263
第６位 飯塚　隆 1,223
個人H/G 千葉清一 275
個人H/S 鈴木和彦 708

兼第４０回全日本シニア選手権大会選考会 男子 女子シニア部門（５０～５９歳）代表
２４名 久慈順子

女子 男子マスターズシニア部門(７０歳以上)代表
５名 佐々木孝造

入 賞 者
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平成19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

兼第２７回東北シニア選手権大会選考会 MT03-09 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１９年５月２０日 男子 男子代表選手
２４名 小林恒雄 佐々木和夫 伊藤　誠 吉田勝弘

女子 川原重治郎 菊池巳之吉 佐々木孝造 菅原和郎
５名 丸山忠夫 阿部勝弘 藤村他可夫 大平恵介

畑福孝康 小原勝弘 菊池　進

女子代表選手
阿部トミエ 吉田美都子 久慈順子 及川弘代

第５９回岩手県民体育大会 MT03-10 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１９年７月７日・８日 １６９名 団体戦(36G)
1位：滝沢Ａ 7,772
及川勝幸 菊地　葵 武田和宏 沼田　聡
2位：盛岡Ａ 7,608
栃内秀士 山崎剛志 小野寺亮太 佐々木和夫
3位：花巻Ａ 7,477
柏原正勝 藤原孝至 大平恵介 伊藤　誠
4位：北上Ａ 7,420
阿部年彦 佐藤　稔 伊藤博志 小原勝弘
5位：矢巾Ａ 7,400
高橋文和 阿部トミエ 佐々木敏彦 阿部勝弘
6位：奥州Ａ 7,368
菅原勝則 佐々木博幸 鈴木ゆかり 木村　聡
7位：花巻Ｂ 7,264
城守和幸 菅野和郎 薄衣純一 畑福孝康
8位：盛岡Ｂ 7,236
黒澤　誠 山崎　悟 川原重治郎 小林恒雄

年齢別個人戦（男女混合）(９Ｇ)
２９才以下
第１位 小野寺亮太 盛岡市 2,027
第２位 菊地　葵 滝沢村 1,963
第３位 佐藤信也 奥州市 1,879
３０才代
第１位 中新井田　理 久慈市 2,074
第２位 工藤文彰 盛岡市 1,960
第２位 小原誠光 花巻市 1,921
４０才代
第１位 木村　聡 奥州市 2,178
第２位 菊池史和 遠野市 2,134
第３位 鈴木ゆかり 奥州市 2,086
５０才以上
第１位 佐々木和夫 盛岡市 2,043
第２位 山田政行 盛岡市 2,019
第３位 丸山忠夫 盛岡市 1,963

入 賞 者
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平成19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

岩手日報杯第２３回岩手県３人チーム選手権大会 MT03-11 盛岡スターレーン 平成１９年８月１９日 ９９名 団体戦(２７Ｇ)
(３３チーム) 1位：ｽｰﾊﾟｰD

小笠原由美子 山崎剛志 根田光朗
2位：スターB

佐々木和夫 藤原孝至 黒澤　誠
3位：スターA

吉田勝弘 川原重治郎 久慈順子
4位：一関A

千葉　勇 菅原里江　 菅原修明
5位：ｽｰﾊﾟｰA

工藤文彰 小林恒雄 小笠原　賢
6位：滝沢B

菊地　葵 菊地明美 武田和宏
個人H/G 藤原将臣 290
個人H/S 小笠原　賢 720

兼第３４回東北選手権大会第１次選考会 男子の部 (６Ｇ)
第１位 小笠原　賢 1,319
第２位 菅原修明 1,308
第３位 高橋宗康 1,250
第４位 千葉　勇 1,238
第５位 工藤文彰 1,231
第６位 藤原孝至 1,214

女子の部 (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,227
第２位 久慈順子 1,175
第３位 阿部暁美 1,099
第４位 鈴木ゆかり 1,092
第５位 阿部トミエ 1,092
第６位 菊地明美 1,082

兼第４０回全日本新人選手権大会選考会 成年の部代表 土井雅史

兼内閣総理大臣杯第３６回全国都道府県対抗選手権大会選考会 男子 男子代表選手
６３名 石川　明 居林　透

女子 女子代表選手
１８名 菊地明美 菊地　葵

5,278

入 賞 者

5,485

5,371

5,319

5,259

5,246
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平成19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２０回岩手県４人チームボウリング選手権大会 MT03-12 ボウリングクオリア 平成１９年９月２日 ９２名 団体戦(３６Ｇ)
(２３チーム) 1位:ｽｰﾊﾟｰA 6,859

小笠原由美子 工藤文彰 小林恒雄 小笠原　賢
2位：花巻 6,818
城守和幸 畑福孝康 大平恵介 伊藤　誠
3位：スターA 6,781
吉田勝弘 小野寺亮太 黒澤　誠 久慈順子
4位：メイクB 6,665
千葉　力 菅原里江 菅原修明 菅原孔明
5位：奥州A 6,626
佐藤信也 高橋宗康 鈴木ゆかり 木村　聡
6位：奥州B 6,601
佐々木博幸 菊池英明 高橋久美子 藤原将臣

個人H/G 大平恵介 255
個人H/S 木村　聡 632

兼第３４回東北選手権大会第２次選考会 男子の部 (１２Ｇ)
第１位 菅原修明 2,489
第２位 小笠原　賢 2,433
第３位 工藤文彰 2,405
第４位 藤村他可夫 2,389
第５位 伊藤　誠 2,341
第６位 及川勝幸 2,329

女子の部 (１２Ｇ)
第１位 小笠原由美子 2,324
第２位 久慈順子 2,311
第３位 阿部暁美 2,278
第４位 菊地明美 2,150
第５位 鈴木ゆかり 2,140
第６位 高橋久美子 2,133

男子代表選手
菅原修明 小笠原　賢 工藤文彰 伊藤　誠
及川勝幸 藤原孝至 佐藤信也 高橋宗康
木村　聡 佐々木和夫 千葉　勇 山崎剛志
女子代表選手
小笠原由美子 久慈順子 阿部暁美 菊地明美
鈴木ゆかり 高橋久美子 阿部トミエ 菅原里江

第２２回岩手県支部対抗ボウリング競技会 MT03-13 盛岡スターレーン 平成１９年１０月２１日 ６０名 決勝ベーカー方式トーナメント
兼第３６回全日本支部対抗選手権大会選考会 (１２チーム) １回戦

奥州A ３６８－３１５ スターＢ
スーパーA ３８２－３６２ 花巻

２回戦
滝沢Ａ ３９５－３８３ 奥州A

スーパーA ３５９－３５５ スーパーB
５-６位決定戦

花巻 ３３８－３３０ スターＢ
３-４位決定戦
スーパーA ３９５－３４１ 奥州A

１-２位決定戦
滝沢Ａ ３７７－３２３ スーパーA

入 賞 者
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平成19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２２回岩手県支部対抗ボウリング競技会 MT03-13 盛岡スターレーン 平成１９年１０月２１日 ６０名 １位:滝沢A
兼第３６回全日本支部対抗選手権大会選考会 (１２チーム) 及川勝幸・菊地　葵・菊地明美・沼田　聡・助川公一

２位：盛岡スーパーＡ

３位：盛岡スーパーB

４位：奥州Ａ

５位：花巻

６位：盛岡スターB

個人H/G 木村　聡 278
個人H/S 木村　聡 778

第３４回岩手県ボウリング選手権大会 MT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１９年１１月１８日 １０４名 男子個人総合 (１２Ｇ)
男子 第１位 工藤文彰 2,661
８０名 第２位 菅原修明 2,540

女子 第３位 木村　聡 2,537
２４名 第４位 中新井田　理 2,502

第５位 高橋宗康 2,486
第６位 助川公一 2,482

男子個人戦 (６Ｇ)
第１位 菅原修明 1,367
第２位 木村　聡 1,359
第３位 村上正昭 1,329
第４位 助川公一 1,296
第５位 中田純也 1,274
第６位 高橋文和 1,269

男子２人チーム戦 (６Ｇ)
1位：ｽｰﾊﾟｰD 工藤文彰 小笠原　賢 1,326
2位：北上A 阿部年彦 伊藤博志 1,226
3位：奥州A 佐藤信也 高橋宗康 1,222
4位：久慈A 中新井田　理 皆川隆夫 1,220
5位：久慈C 佐々木孝造 大橋　学 1,215
6位：奥州D 佐々木博幸 木村　聡 1,196

男子個人H/G 中田純也 279
男子個人H/S 阿部年彦 728

女子個人総合 (１２Ｇ)
第１位 阿部暁美 2,362
第２位 小笠原由美子 2,359
第３位 久慈順子 2,287

女子個人戦 (６Ｇ)
第１位 阿部暁美 1,244
第２位 小笠原由美子 1,181
第３位 久慈順子 1,171

吉田勝弘・居林悦子・高橋弘次・小野寺亮太・久慈順子

入 賞 者

栃内秀士・小林みち子・鈴木　高・小林恒雄・岩泉　優

小笠原由美子・工藤文彰・柏原正勝・山崎剛志・小笠原　賢

佐藤信也・高橋久美子・菅原和郎・菅原勝則・木村　聡

城守和幸・小林善雄・畑福孝康・大平恵介・伊藤　誠
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平成19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

第３４回岩手県ボウリング選手権大会 MT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１９年１１月１８日 １０４名 女子2人チーム戦 (６Ｇ)
男子 1位：ｽｰﾊﾟｰA 小笠原由美子 阿部恵利子 1,121
８０名 2位：奥州A 高橋久美子 鈴木ゆかり 1,099

女子 3位：ｽｰﾊﾟｰＢ 小山田節子 佐々木　恵 1,066
２４名

女子個人H/G 小笠原由美子 256
女子個人H/S 阿部暁美 642

第１０回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(前半) MT03-15 ボウリングクオリア 平成１９年１２月２日 ８２名 １０才代 (６Ｇ)
第１位 菅原修明 1,276
第２位 菊地　葵 1,214
第３位 山崎剛志 1,197

２０才代
第１位 佐藤信也 1,293
第２位 菅原孔明 1,155
第３位 大橋　学 1,124

３０才代
第１位 及川勝幸 1,356
第２位 柴田昇一 1,239
第３位 小原誠光 1,173

４０才代
第１位 高橋宗康 1,379
第２位 阿部暁美 1,370
第３位 藤原孝至 1,343

５０才代
第１位 千葉　勇 1,308
第２位 菅原和郎 1,292
第３位 吉田勝弘 1,257

６０才以上
第１位 藤村他可夫 1,266
第２位 佐々木和夫 1,240
第３位 丸山忠夫 1,223

兼第３５回東北総合体育大会第１次選考会 男子 成年男子 (６Ｇ)
６５名 第１位 高橋宗康 1,379

女子 第２位 及川勝幸 1,356
１７名 第３位 藤原孝至 1,343

第４位 千葉　勇 1,308
第５位 佐藤信也 1,293
第６位 菅原和郎 1,292

成年女子 (６Ｇ)
第１位 阿部暁美 1,280
第２位 鈴木ゆかり 1,102
第３位 阿部トミエ 1,053
第４位 高橋久美子 1,047
第５位 細川直美 994
第６位 菅原里江 996

入 賞 者
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平成19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

兼第２２回ＪＢＣ会長杯全日本年齢別競技大会県選考会 MT03-15 ボウリングクオリア 平成１９年１２月２日 ８２名 １０才代 (６Ｇ)
男子 第１位 菅原修明 1,276
６５名 第２位 菊地　葵 1,214

女子 ２０才代
１７名 第１位 佐藤信也 1,293

第２位 大橋　学 1,124
３０才代
第１位 及川勝幸 1,356
第２位 柴田昇一 1,239

４０才代
第１位 高橋宗康 1,379
第２位 阿部暁美 1,370

５０才代
第１位 千葉　勇 1,308
第２位 菅原和郎 1,292

６０才以上
第１位 藤村他可夫 1,266
第２位 佐々木和夫 1,240

代表選手
１０才代 菅原修明
２０才代 佐藤信也
３０才代 及川勝幸
４０才代 高橋宗康
５０才代 千葉　勇

兼第４６回全日本選手権大会第１次選考会 ６８名
男子 男子 (６Ｇ)
５３名 第１位 高橋宗康 1,379

女子 第２位 及川勝幸 1,356
１５名 第３位 藤原孝至 1,343

第４位 千葉　勇 1,308
第５位 佐藤信也 1,293
第６位 菅原和郎 1,292

女子
第１位 阿部暁美 1,280
第２位 鈴木ゆかり 1,102
第３位 阿部トミエ 1,053
第４位 菊地　葵 1,124
第５位 小笠原由美子 1,064
第６位 阿部トミエ 1,053

第１０回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(後半) MT03-16 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２０年１月２０日 ７３名 １０才代 (１２Ｇ)
第１位 菅原修明 2,521
第２位 菊地　葵 2,494
第３位 山崎剛志 2,335
個人H/G 山崎剛志 255
個人H/S 山崎剛志 692

２０才代
第１位 佐藤信也 2,578
第２位 大橋　学 2,249
第３位 土井隆嘉 2,185
個人H/G 佐藤信也 268
個人H/S 佐藤信也 700

入 賞 者
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平成18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１０回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(後半) MT03-16 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２０年１月２０日 ７３名 ３０才代
第１位 及川勝幸 2,636
第２位 小笠原由美子 2,409
第３位 工藤文彰 2,346
個人H/G 及川勝幸 279
個人H/S 及川勝幸 715

４０才代
第１位 阿部暁美 2,687
第２位 高橋宗康 2,637
第３位 藤原孝至 2,629
個人H/G 菊池史和 268
個人H/S 藤原孝至 738

５０才代
第１位 千葉　勇 2,535
第２位 久慈順子 2,458
第３位 伊藤　誠 2,394
個人H/G 菅原和郎 278
個人H/S 千葉　勇 685

６０才以上
第１位 佐々木和夫 2,560
第２位 藤村他可夫 2,476
第３位 丸山忠夫 2,396
個人H/G 佐々木和夫 278
個人H/S 佐々木和夫 681

兼第４６回全日本選手権大会第２次選考会 ６２名 男子 (１２Ｇ)
男子 第１位 高橋宗康 2,637
４８名 第２位 及川勝幸 2,636

女子 第３位 藤原孝至 2,629
１４名 第４位 佐藤信也 2,578

第５位 佐々木和夫 2,560
第６位 千葉　勇 2,535

女子
第１位 阿部暁美 2,507
第２位 鈴木ゆかり 2,302
第３位 久慈順子 2,278
第４位 小笠原由美子 2,229
第５位 大平洋子 2,197
第６位 菊地　葵 2,155

男子代表選手
高橋宗康 千葉　勇 菅原修明
菅原勝則 小原誠光 阿部晃也
女子代表選手
高橋久美子 久慈順子 菊地　葵 菅原里江

入 賞 者
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平成19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

第２３回岩手県知事杯争奪ボウリング競技会 MT03-17 キャニオンボウル 平成２０年２月２７日 ６５名 決勝シュートアウト方式
男子 男子１回戦
５３名 川原重治郎 ２５５ 大平恵介 ２０１＋１０

女子 菅原勝則 ２０１＋９ 工藤文彰 １７４
１２名 男子２回戦

藤原孝至 ２１３ 千葉　勇 ２０２
川原重治郎 １８７ 伊藤　誠 １３９
男子決勝戦 藤原孝至 １８７－１８４ 菅原修明

第１位 藤原孝至
第２位 菅原修明
第３位 千葉　勇
第４位 川原重治郎
第５位 伊藤　誠
第６位 大平恵介
個人H/G 菅原修明 257
個人H/S 菅原修明 698

女子１回戦
阿部暁美 ２１２ 細川直美 ２０１
久慈順子 １７８ 菊地明美 １５９
女子２回戦
菅原里江 ２０１ 高橋久美子 ２００
阿部暁美 １５６ 小笠原由美子 １５１
女子決勝戦 菅原里江 １７６－１６９ 上野千枝子

第１位 菅原里江
第２位 上野千枝子
第３位 高橋久美子
第４位 阿部暁美
第５位 小笠原由美子
第６位 細川直美
個人H/G 菊地明美 257
個人H/S 上野千枝子 616

兼第３５回東北総合体育大会第２次選考会 ４７名 成年男子 (１２Ｇ)
男子 第１位 藤原孝至 2,529
３５名 第２位 千葉　勇 2,491

女子 第３位 高橋宗康 2,465
１２名 第４位 菅原勝則 2,415

第５位 及川勝幸 2,404
第６位 菅原和郎 2,360

成年女子 (１２Ｇ)
第１位 阿部暁美 2,289
第２位 高橋久美子 2,147
第３位 菊地　葵 2,093
第４位 細川直美 2,076
第５位 菅原里江 2,044
第６位 大平洋子 2,007

入 賞 者
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平成19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３５回東北総合体育大会第２次選考会 MT03-17 キャニオンボウル 平成２０年２月２７日 ４７名 成年男子代表選考強化指定A選手
男子 沼田　聡
３５名 成年男子代表選考強化指定Ｂ選手

女子 藤原孝至 千葉　勇 高橋宗康 及川勝幸
１２名 菊池英明 佐々木博幸 小野寺亮太

成年女子代表選考強化指定A選手
久慈順子 小笠原由美子
成年女子代表選考強化指定Ｂ選手
阿部暁美 高橋久美子 細川直美 菅原里江
菊地明美

第１９回岩手県連会長杯争奪ボウリング競技会 MT03-18 盛岡スターレーン 平成２０年３月２日 ５９名 ７Ｇ (+ﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ)
第１位 沼田　聡 1,549(50)
第２位 久慈順子 1,536(50)
第３位 木村　聡 1,528(40)
第４位 小笠原　賢 1,516(60)
第５位 小笠原由美子 1,496(40)
第６位 菊池英明 1,453(30)
個人H/G 菅原孔明 286
個人H/S 菊池英明 746

入 賞 者
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