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平成20年度　JBC主催大会（１）
大 会 名 主管 会 場 期 日 監 督

ＮＨＫ杯争奪第４２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20年5月16日～18日 久慈順子 阿部暁美 菅原修明

第２１回オールジャパンレディーストーナメント 石川県 ジャンボボール 平成20年5月30日～6月1日 久慈順子 久慈順子 及川弘代
【入賞】

ミドルの部第３位 久慈順子

経済産業大臣杯争奪第３４回全日本実業団産業別選手権大会 福岡県 博多スターレーン 平成20年6月13日～15日 なし

第４５回東日本ボウリング選手権大会 岐阜県 岐阜グランドボウル 平成20年6月27日～29日 高橋宗康 菅原修明 高橋宗康 高橋　徹 千葉　勇

第４１回全日本シニア選手権大会 東京都 品川プリンスホテルＢ/Ｃ 平成20年7月11日～13日 久慈順子 佐々木和夫 川原重治郎 佐々木孝造 久慈順子

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20年7月22日～23日 菅原里江 菅原修明 吉田拓未 阿部晃也 兼平彩夏
第３２回全日本高校ボウリング選手権大会 門間千尋

日本スポーツマスターズ２００８高知 高知県 ボウルジャンボ 平成20年9月20日～22日 上野吉朗 柏原正勝 藤原孝至 伊藤　誠 佐々木和夫
大平洋子 及川弘代 小林みち子 吉田美都子

第２１回全国スポーツ・レクリエーション祭 滋賀県 大津ボウル 平成20年10月19日～21日 小林恒雄 菅原和郎 小林みち子 小林恒雄 吉田美都子
【入賞】

女子６０歳以上個人戦第４位 吉田美都子
男女混合４人チーム戦第７位

第６３回国民体育大会チャレンジおおいた国体ボウリング競技 大分県 平成20年9月28日～10月3日 成年男子
菊池史和 及川勝幸 工藤文彰 高橋宗康 沼田　聡

第４１回全日本新人ボウリング選手権大会 福島県 ボウルアピア郡山 平成20年10月11日～13日 小野寺功 小野寺亮太 門間陽平 菅原修明 阿部晃也
兼平彩夏 門間千尋

内閣総理大臣杯文部科学大臣杯争奪 新潟県 ラウンドワンスタジアム新潟店 平成20年10月31日～11月3日 久慈順子 久慈順子 高橋宗康
第３７回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会
トキめき新潟国体ボウリング競技リハーサル大会

第２８回東日本シニアボウリング競技大会 宮城県 多賀城スターレーン 平成20年11月14日～16日 久慈順子 佐々木和夫 大平恵介 小林恒雄 藤村他可夫
吉田美都子 及川弘代 小林みち子 久慈順子
【入賞】

女子２人チーム第２位 吉田美都子 久慈順子
女子４人チーム第５位 
女子個人総合第４位 久慈順子

文部科学大臣杯争奪第１５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20年12月19日～21日 猿川温久 盛岡スコーレ高等学校
田屋晶浩 伊藤秀晃 三上渓太
熊谷香津好 門間千尋

第３７回全日本支部対抗ボウリング選手権大会 京都府 しょうざんボウル 平成21年1月23日～25日 藤村他可夫 藤村他可夫 吉田勝弘 昆野広秋 高橋輝和
小野寺亮太

ＪＢＣ会長杯第２４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21年2月13日～15日 久慈順子 久慈順子

文部科学大臣杯争奪第４７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２１年３月１９日～２２日 沼田　聡 沼田　聡 高橋　徹 菊池英明 藤村他可夫
阿部晃也 菅原勝則

派 遣 選 手
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平成20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２８回東北選抜ボウリング選手権大会 秋田県 台由ボウル 平成20年4月19日～20日 木村　聡 小笠原由美子 久慈順子 小林みち子 大平洋子
及川弘代 阿部暁美 菅原修明 佐々木和夫
伊藤　誠 藤原孝至 木村　聡 高橋宗義
大平恵介 菅原和郎 沼田　聡 及川勝幸
山本和行 工藤文彰 山崎剛志 千葉　勇

日本スポーツマスターズ２００８第８回東北ブロック大会 宮城県 多賀城スターレーン 平成20年7月5日～6日 佐々木和夫 柏原正勝 藤原孝至 伊藤　誠 佐々木和夫
大平洋子 及川弘代 小林みち子 吉田美都子
【入賞】

男子２人チーム第３位 柏原正勝 藤原孝至
男子個人総合第４位 伊藤　誠
女子個人総合第３位 大平洋子

第７回東北中学生高校生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20年6月14日～15日 阿部トミエ 菅原修明 吉田拓未 田屋晶浩 伊藤秀晃
三上渓太 兼平彩夏 門間千尋 菊地侃人
【入賞】

高校男子個人第４位 菅原修明

第１３回東北実業団交流競技大会 宮城県 多賀城スターレーン 平成20年5月31日～6月1日 高橋宗義 岩手県予防医学協会
鈴木和彦 北舘潤一 鈴木　等 金濱雄悦
勝政　亮 鎌田　渉 佐々木廣美
NEC東北
高橋宗義 小野寺誠之 千葉清一
【入賞】

第３位 鈴木和彦 北舘潤一 鈴木　等
第５位 高橋宗義 小野寺誠之 千葉清一
チームH/Ｓ 鈴木和彦 北舘潤一 鈴木　等

第３５回東北総合体育大会 山形県 山形ファミリーボウル 平成20年7月18日～20日 成年男子
兼平成２０年度国民体育大会東北ブロック大会 菊池史和 工藤文彰 高橋宗康 及川勝幸 沼田　聡

成年女子
根田光朗 小笠原由美子 鈴木ゆかり 菅原里江 久慈順子

少年男子
富谷行雄 吉田拓未 菅原修明

少年女子
阿部トミエ 門間千尋 兼平彩夏

【入賞】
成年男子団体戦（２人）第２位 工藤文彰 高橋宗康
成年女子団体戦（４人）第２位

第３０回東北社会人ボウリング選手権大会 青森県 イーストボウル 平成20年8月9日～10日 木村　聡 工藤文彰 小笠原由美子 小笠原　賢 藤原孝至
黒澤　誠 久慈順子 及川勝幸 山本和行
沼田　聡 伊藤　誠 大平恵介 佐々木和夫
阿部暁美 菅原里江 千葉　勇 佐藤信也
高橋　徹 菊池英明 柏原正勝 小林みち子
小林恒雄 小原誠光 及川弘代 菅野和郎
山崎剛志 大橋　学 阿部勝弘 菅原勝則
鈴木ゆかり 木村　聡
【入賞】

男子個人H/G 工藤文彰 299
工藤文彰
佐藤信也
小笠原由美子

派 遣 選 手

男子選手権者決定戦第１位
男子選手権者決定戦第５位
女子選手権者決定戦第２位
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平成20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３５回東北実業団ボウリング選手権大会 宮城県 泉スカイボウル 平成20年10月4日～5日 根田光朗 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
庄子裕之 高橋あさ子 岩渕洋人
小野寺誠之 千葉清一 高橋宗義
財団法人岩手県予防医学協会
鈴木和彦 北舘潤一 鈴木　等 川端寿行
一方井正宏 勝政　亮 鎌田　渉 金濱雄悦
JR東日本盛岡
中田純也 三浦勇一 村上正昭 高橋良典

第２８回東北シニアボウリング選手権大会 岩手県 ビッグハウス･スーパーレーン 平成20年9月6日～7日 阿部勝弘 大平恵介 伊藤　誠 中村栄治 小林恒雄
大塚　徹 吉田勝弘 藤村他可夫 阿部勝弘
川原重治郎 岩泉　優 佐々木和夫 丸山忠夫
滝沢和夫 薄衣純一 菅原和郎 千葉　勇
冨岡　朗 高橋輝和 佐々木孝造 菊地巳之吉
畑福孝康 小原勝弘 阿部トミエ 久慈順子
大平洋子 吉田美都子 及川弘代 小林みち子
佐野峯英子
【入賞】

男子個人H/G 小林恒雄 300
男子個人H/Ｓ 大平恵介 726
男子２人チーム戦第６位 大平恵介 伊藤　誠
男子個人戦第５位 大平恵介

中村栄治
女子２人チーム戦第１位 阿部トミエ 久慈順子
女子個人戦第３位 阿部トミエ

阿部トミエ

第３５回東北ボウリング選手権大会 福島県 ボウルアピア郡山 平成20年11月8日～9日 阿部勝弘 山崎剛志 沼田　聡 佐々木和夫 木村　聡
柏原正勝 高橋宗康 伊藤　誠 佐藤信也
平中薫 菅原和郎 阿部晃也 藤原孝至
及川弘代 鈴木ゆかり 阿部トミエ 阿部暁美
菊地明美 菅原里江 小林みち子 門間千尋
【入賞】

男子４人チーム戦第５位
山崎剛志 沼田　聡 佐々木和夫 木村　聡

平中薫
女子４人チーム戦第３位
及川弘代 鈴木ゆかり 阿部トミエ 阿部暁美

鈴木ゆかり
阿部暁美

派 遣 選 手

男子選手権者決定戦第６位

女子選手権者決定戦第２位

女子選手権者決定戦第３位
女子選手権者決定戦第４位

男子選手権者決定戦第５位
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平成20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

岩手県ボウリング連盟主催記録会 MT03-07 盛岡スターレーン 平成２０年４月６日 ５３名 男子の部 (６Ｇ)
第１位 木村　聡 1,339
第２位 佐々木和夫 1,287
第３位 沼田　聡 1,281
第４位 菅原和郎 1,249
第５位 丸山忠夫 1,216
第６位 伊藤　誠 1,215
個人H/G 菅原和郎 258
個人H/S 木村　聡 685

女子の部 (６Ｇ)
第１位 久慈順子 1,234
第２位 高橋久美子 1,205
第３位 兼平彩夏 1,181
第４位 菊地明美 1,107
第５位 吉田美都子 1,092
第６位 大平洋子 1,074
個人H/G 久慈順子 267
個人H/S 久慈順子 650

兼日本スポーツマスターズ２００８選考会 男子 男子代表選手
２７名 柏原正勝 藤原孝至 伊藤　誠 佐々木和夫

女子
５名 女子代表選手

大平洋子 及川弘代 小林みち子 吉田美都子

兼第２２回オールジャパンレディストーナメント選考会 ５名 一般レディス(４５～５９歳)
久慈順子 及川弘代

兼第４６回東日本選手権大会選考会 男子 男子代表選手
３５名 菅原和郎 菅原修明 高橋宗康 高橋　徹

女子
７名 女子代表選手

高橋久美子 菅原里江

兼第４１回全日本シニア選手権大会選考会 男子 男子シニア部門代表
２４名 菅原和郎

女子 男子ハイシニア部門部門代表
５名 佐々木和夫 川原重治郎

男子マスターズシニア部門代表
丸山忠夫
女子シニア部門代表
久慈順子

第３５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２０年４月６日 ８名 男子の部 (６Ｇ)
第１位 菅原修明 1,213
第２位 吉田拓未 1,135
第３位 田屋晶浩 1,044
第４位 伊藤秀晃 1,033
第５位 阿部晃也 1,012

女子の部
第１位 兼平彩夏 1,181
第２位 門間千尋 852
第３位 熊谷香津好 706

入 賞 者
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平成20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３５回東北総合体育大会最終選考会 MT03-06 キャニオンボウル 平成20年4月5日 １５名 男子の部 (２１Ｇ) 勝点 合計
MT03-08 盛岡スターレーン 平成20年4月26日 工藤文彰 4,518 450 4,968
MT03-09 ビッグハウス･スーパーレーン 平成20年4月27日 沼田　聡 4,408 480 4,888

高橋宗康 4,357 450 4,807
及川勝幸 4,238 300 4,538
藤原孝至 4,048 240 4,288
菊池英明 4,043 210 4,253
小野寺亮太 3,983 240 4,223
千葉　勇 3,939 150 4,089

女子の部 (１８Ｇ) 勝点 合計
久慈順子 3,603 360 3,963

小笠原由美子 3,492 375 3,867
菅原里江 3,449 330 3,779
鈴木ゆかり 3,395 330 3,725
阿部暁美 3,311 195 3,506
高橋久美子 3,350 150 3,500
菊地明美 3,073 150 3,223
細川直美

第１０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２０年４月２７日 中学生 中学生男子の部 (６Ｇ)
１名 第１位 菊地侃人 957
高校生 高校生男子の部 (６Ｇ)
９名 第１位 菅原修明 1,327

第２位 阿部晃也 1,171
第３位 吉田拓未 1,160

高校生女子の部
第１位 兼平彩夏 961
第２位 門間千尋 856
第３位 熊谷香津好 806

兼第３５回東北総合体育大会少年最終選考会 男子の部 (１２Ｇ)
第１位 菅原修明 2,540
第２位 吉田拓未 2,295

女子の部
第１位 兼平彩夏 2,142
第２位 門間千尋 1,708

第１９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２０年５月１１日 ８２名 ３人チーム戦(２７G)
第１位:ｽｰﾊﾟｰA 5,758
工藤文彰 小笠原由美子 小笠原　賢
第２位:ｽﾀｰB 5,617
久慈順子 藤原孝至 黒澤　誠
第３位:ｽｰﾊﾟｰB 5,435
栃内秀士 勝政　圭 山崎剛志
第４位:滝沢 5,428
及川勝幸 山本和行 沼田　聡
第５位:奥州A 5,392
高橋宗康 鈴木ゆかり 木村　聡
第６位:奥州B 5,384
菅原勝則 高橋久美子 菊池英明

入 賞 者
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平成20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１９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２０年５月１１日 ８２名 男子個人表彰 (６Ｇ)
第１位 佐々木和夫 1,338
第２位 中村栄治 1,317
第３位 菊池英明 1,312
第４位 小笠原　賢 1,309
第５位 及川勝幸 1,299
第６位 柏原正勝 1,294
個人H/G 中村栄治 279
個人H/S 中村栄治 748

女子個人表彰
第１位 吉田美都子 1,296
第２位 久慈順子 1,283
第３位 小笠原由美子 1,261
第４位 阿部暁美 1,251
第５位 及川弘代 1,251
第６位 鈴木ゆかり 1,223
個人H/G 菅原里江 235
個人H/S 鈴木ゆかり 626

兼第３０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
５７名 佐々木和夫 菊池英明 小笠原　賢 及川勝幸

女子 柏原正勝 木村　聡 小原誠光 山崎剛志
１１名 工藤文彰 藤原孝至 黒澤　誠 伊藤　誠

小林恒雄 大平恵介 高橋　徹 大橋　学
沼田　聡 佐藤信也 菅原勝則
女子代表選手
久慈順子 小笠原由美子 阿部暁美 及川弘代
鈴木ゆかり 高橋久美子 菅原里江 阿部トミエ

第２０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２０年５月１１日 ２８名 ３人チーム戦(２７G)
第１位:ベルプラスA 5,219
大倉和男 佐々木聡昭 高橋文和
第２位:盛岡赤十字病院 5,113
小山田節子 佐々木　恵 根田光朗
第３位:岩手県予防医学協会A 4,917
飯塚　隆 川端寿行 鈴木　等
第４位:JR東日本盛岡A 4,906
中田純也 高橋良典 田中正二
第５位:NEC東北 4,857
小野寺誠之 岩渕洋人 千葉清一
第６位:岩手県予防医学協会B 4,647
北舘　潤一 金濱雄悦 一方井正宏

個人表彰 (６Ｇ)
第１位 中新井田　理 1,251
第２位 大倉和男 1,215
第３位 千葉清一 1,214
第４位 高橋文和 1,211
第５位 小山田節子 1,192
第６位 鈴木和彦 1,185
個人H/G 中田純也 259
個人H/S 中新井田 理 645

入 賞 者
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平成20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２８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２０年５月１１日 男子 男子代表選手
２３名 佐々木和夫 中村栄治 藤村他可夫 伊藤　誠

女子 小林恒雄 丸山忠夫 大平恵介 石川　明
６名 千葉　勇 薄衣純一 阿部勝弘 菊池　進

佐々木孝造 滝沢和夫 岩泉　優 畑福孝康
小原勝弘 菅原和郎 菊池巳之吉 高橋輝和
女子代表選手
吉田美都子 久慈順子 及川弘代 阿部トミエ
大平洋子 小林みち子

ＩＢＣ杯第２６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２０年６月８日 ８６名 １位:花巻A 大平恵介 伊藤　誠 3,774
(４３チーム) ２位:スターＢ 川原重治郎 丸山忠夫 3,555

３位:ｽｰﾊﾟｰＡ 工藤文彰 小笠原　賢 3,527
４位:花巻Ｂ 陳田康夫 畑福孝康 3,513
５位:奥州Ｂ 鈴木ゆかり 木村　聡 3,494
６位:奥州D 佐藤信也 菅原和郎 3,492
個人H/G 木村　聡 266
個人H/S 木村　聡 680

第６０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２０年７月１２日・１３日 １６３名 団体戦(36G)
1位：奥州Ａ 7,795
菅原勝則 高橋宗康 鈴木ゆかり 木村　聡
2位：盛岡Ａ 7,696
小笠原由美子 山崎剛志 山崎　悟 小笠原　賢
3位：矢巾Ｂ 7,501
佐々木敏彦 稲垣譲治 藤原隆孝 高橋文和
4位：花巻Ａ 7,346
柏原正勝 藤原孝至 大平恵介 伊藤　誠
5位：盛岡Ｃ 7,340
小野寺亮太 松村春道 大平洋子 中村栄治
6位：奥州Ｂ 7,284
佐藤信也 菊池英明 高橋久美子 佐々木博幸
7位：滝沢Ａ 7,283
及川勝幸 山本和行 武田和宏 沼田　聡
8位：一関Ａ 7,171
千葉清一 束稲正子 岩崎京子 佐々木健三

年齢別個人戦（男女混合）(９Ｇ)
２９才以下
第１位 山崎剛志 盛岡市 1,915
第２位 小野寺亮太 盛岡市 1,914
第３位 佐藤信也 奥州市 1,789
３０才代
第１位 大橋　学 久慈市 1,911
第２位 中新井田　理 久慈市 1,822
第２位 熊谷良幸 奥州市 1,715
４０才代
第１位 沼田　聡 滝沢村 2,013
第２位 木村　聡 奥州市 1,970
第３位 山崎　悟 盛岡市 1,928
５０才以上
第１位 阿部トミエ 矢巾町 2,072
第２位 中村栄治 盛岡市 2,053
第３位 藤村他可夫 盛岡市 1,941

入 賞 者
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平成20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２２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２０年８月３１日 １０２名 団体戦(３６Ｇ)
(２５チーム) 1位:ｽｰﾊﾟｰA 8,326

小笠原由美子 山崎剛志 工藤文彰 小笠原　賢
2位：奥州A 7,922
佐藤信也 高橋宗康 鈴木ゆかり 木村　聡
3位：スターB 7,695
佐々木和夫 丸山忠夫 川原重治郎 藤原孝至
4位：スターA 7,639
吉田勝弘 小野寺亮太 黒澤　誠 久慈順子
5位：滝沢A 7,474
及川勝幸 関　幸紀 武田和宏 沼田　聡
6位：スターC 7,347
吉田美都子 三浦　啓 藤村他可夫 大平洋子
個人H/G 及川弘代 282
個人H/S 工藤文彰 741

兼第３５回東北選手権大会第１次選考会 男子の部 (６Ｇ)
第１位 木村　聡 1,422
第２位 工藤文彰 1,414
第３位 黒澤　誠 1,369
第４位 佐々木和夫 1,360
第５位 藤原将臣 1,357
第６位 小原誠光 1,348

女子の部 (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,238
第２位 及川弘代 1,219
第３位 鈴木ゆかり 1,163
第４位 菊地明美 1,120
第５位 阿部暁美 1,109
第６位 久慈順子 1,103

兼第４１回全日本新人選手権大会選考会 少年男子の部 阿部晃也 菅原修明
少年女子の部 門間千尋 兼平彩夏
成年男子の部 小野寺亮太 門間陽平
成年女子の部 なし

兼内閣総理大臣杯第３７回全国都道府県対抗選手権大会選考会 男子　５７名 男子代表選手 高橋宗康 女子代表選手 久慈順子
女子　１３名

岩手日報杯第２４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２０年９月１４日 ７２名 団体戦(２７Ｇ)
(２４チーム) 1位：滝沢A

及川勝幸 沼田　聡 助川公一
2位：奥州A

佐藤信也 高橋宗康 木村　聡
3位：ｽｰﾊﾟｰB

山崎剛志 小林恒雄 根田光朗
4位：スターA

吉田勝弘 小野寺亮太 久慈順子
5位：スターB

佐々木和夫 丸山忠夫 川原重治郎
6位：奥州B

鈴木ゆかり 藤原将臣 菊池英明
個人H/G 山崎剛志 300
個人H/S 山崎剛志 810

入 賞 者

5,516

5,446

5,390

5,345

5,284

5,370
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平成20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

兼第３５回東北選手権大会第２次選考会 MT03-11 盛岡スターレーン 平成２０年９月１４日 男子の部 (１２Ｇ)
第１位 山崎剛志 2,735
第２位 沼田　聡 2,626
第３位 佐々木和夫 2,617
第４位 木村　聡 2,604
第５位 藤原将臣 2,563
第６位 柏原正勝 2,502

女子の部 (１２Ｇ)
第１位 久慈順子 2,265
第２位 及川弘代 2,231
第３位 鈴木ゆかり 2,230
第４位 阿部トミエ 2,144
第５位 阿部暁美 2,139
第６位 菊地明美 2,127

男子代表選手
山崎剛志 沼田　聡 佐々木和夫 木村　聡
柏原正勝 高橋宗康 伊藤　誠 佐藤信也
平中　薫 菅原和郎 阿部晃也 吉田勝弘
女子代表選手
久慈順子 及川弘代 鈴木ゆかり 阿部トミエ
阿部暁美 菊地明美 菅原里江 小林みち子
門間千尋

第２３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２０年１０月２６日 ６０名 決勝ベーカー方式トーナメント
兼第３７回全日本支部対抗選手権大会選考会 (１２チーム) １回戦

盛岡ｽﾀｰﾚｰﾝ ３７４－３４８ 盛岡ｽｰﾊﾟｰﾚｰﾝ
花巻 ３８８－３３７ 奥州

２回戦
盛岡ｽﾀｰﾚｰﾝ ４３０－３０５ 北上

メイクA ３６２－３４３ 花巻
５-６位決定戦
盛岡ｽｰﾊﾟｰﾚｰﾝ ４４０－３６４ 奥州
３-４位決定戦

北上 ３８１－３５３ 花巻
１-２位決定戦

メイクA ４０３－３５０ 盛岡ｽﾀｰﾚｰﾝ

１位:メイクA
阿部勝弘・松岡雅史・阿部トミエ・大橋　学・山田浩幸
２位：盛岡ｽﾀｰﾚｰﾝ
昆野広秋・高橋輝和・吉田勝弘・小野寺亮太・藤村他可夫
３位：北上

４位：花巻

５位：盛岡ｽｰﾊﾟｰﾚｰﾝ

６位：奥州

個人H/G 伊藤　誠 300
個人H/S 伊藤　誠 727

入 賞 者

佐藤　稔・高橋　翼・照井祐平・伊藤博志・小國孝喜

城守和幸・陳田康夫・畑福孝康・大平恵介・伊藤　誠

小笠原由美子・工藤文彰・根田光朗・山崎剛志・小笠原　賢

高橋　徹・高橋久美子・菅原和郎・藤原将臣・菊池英明
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平成20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３５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２０年１１月２３日 ９８名 男子個人総合 (１２Ｇ)
男子 第１位 沼田　聡 2,463
８０名 第２位 小笠原　賢 2,428

女子 第３位 大平恵介 2,356
１８名 第４位 工藤文彰 2,345

第５位 細川広章 2,343
第６位 佐々木和夫 2,333

男子個人戦 (６Ｇ)
第１位 大平恵介 1,246
第２位 工藤文彰 1,215
第３位 細川広章 1,213
第４位 中村真一 1,197
第５位 岩泉　優 1,192
第６位 陳田康夫 1,186

男子２人チーム戦 (６Ｇ)
1位：滝沢A 沼田　聡 助川公一 1,251
2位：ｽﾀｰE 山田政行 昆野広秋 1,201
3位：ｽｰﾊﾟｰA 工藤文彰 小笠原　賢 1,182
4位：花巻A 大平恵介 伊藤　誠 1,169
5位：ｽｰﾊﾟｰD 山崎剛志 山崎　悟 1,167
6位：ｽﾀｰB 川原重治郎 佐々木和夫 1,143
男子個人H/G 小笠原　賢 268
男子個人H/S 沼田　聡 685

女子個人総合 (１２Ｇ)
第１位 久慈順子 2,270
第２位 小笠原由美子 2,262
第３位 阿部暁美 2,193

女子個人戦 (６Ｇ)
第１位 阿部暁美 1,160
第２位 久慈順子 1,123
第３位 小笠原由美子 1,077

女子2人チーム戦 (６Ｇ)
1位：奥州A 高橋久美子 鈴木ゆかり 1,138
2位：ｽｰﾊﾟｰA 小笠原由美子 小林みち子 1,115
3位：ｽｰﾊﾟｰＢ 小山田節子 阿部恵利子 1,086
女子個人H/G 小笠原由美子 258

久慈順子 258
女子個人H/S 小笠原由美子 665

第１１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２０年１２月７日 ７６名 １０才代 (６Ｇ)
男子 第１位 菅原修明 1,138
６１名 第２位 兼平彩夏 1,036

女子 第３位 阿部晃也 979
１５名 ２０才代

第１位 高橋　翼 1,097
第２位 菊池優子　 1,069
第３位 奥野和幸 957

３０才代
第１位 小笠原由美子 1,275
第２位 工藤文彰 1,175
第３位 阿部年彦 1,108

入 賞 者
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平成20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１１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２０年１２月７日 ７６名 ４０才代
男子 第１位 木村　聡 1,233
６１名 第２位 伊藤博志 1,198

女子 第３位 鈴木ゆかり 1,136
１５名 ５０才代

第１位 久慈順子 1,302
第２位 伊藤　誠 1,161
第３位 福井　洋 1,118

６０才以上
第１位 阿部勝弘 1,158
第２位 藤村他可夫 1,150
第３位 及川省三 1,123

兼第３６回東北総合体育大会第１次選考会 男子 成年男子 (６Ｇ)
５７名 第１位 木村　聡 1,233

女子 第２位 伊藤博志 1,198
１３名 第３位 工藤文彰 1,175

第４位 阿部勝弘 1,158
第５位 菅原修明 1,138
第６位 高橋　徹 1,103

成年女子 (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,185
第２位 鈴木ゆかり 1,047
第３位 高橋久美子 995
第４位 阿部暁美 976
第５位 菅原里江 961
第６位 兼平彩夏 946

兼第２４回ＪＢＣ会長杯全日本年齢別競技大会県選考会 ７６名 １０才代 (６Ｇ)
男子 第１位 菅原修明 1,138
６１名 第２位 兼平彩夏 1,036

女子 ２０才代
１５名 第１位 高橋　翼 1,097

第２位 菊池優子　 1,069
３０才代
第１位 小笠原由美子 1,275
第２位 工藤文彰 1,175

４０才代
第１位 木村　聡 1,233
第２位 伊藤博志 1,198

５０才代
第１位 久慈順子 1,302
第２位 伊藤　誠 1,161

６０才以上
第１位 阿部勝弘 1,158
第２位 藤村他可夫 1,150
代表選手

５０才代 久慈順子

兼第４７回全日本選手権大会第１次選考会 ７６名 男子 (６Ｇ)
男子 第１位 木村　聡 1,233
６１名 第２位 伊藤博志 1,198

第３位 工藤文彰 1,175
第４位 伊藤　誠 1,161
第５位 阿部勝弘 1,158
第６位 藤村他可夫 1,150

入 賞 者
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平成20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４７回全日本選手権大会第１次選考会 MT03-15 ボウリングクオリア 平成２０年１２月７日 女子 女子
１５名 第１位 久慈順子 1,212

第２位 小笠原由美子 1,185
第３位 鈴木ゆかり 1,046
第４位 大平洋子 1,012
第５位 高橋久美子 995
第６位 及川弘代 978

第１１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２１年１月１８日 ６２名 １０才代 (１２Ｇ)
第１位 小野寺亮太 2,227
第２位 田屋晶浩 2,131
第３位 三上渓太 2,047
個人H/G 小野寺亮太 257
個人H/S 田屋晶浩 681

２０才代
第１位 高橋　翼 2,211
第２位 菊池優子　 2,149
第３位 奥野和幸 2,074
個人H/G 山崎剛志 238
個人H/S 山崎剛志 657

３０才代
第１位 工藤文彰 2,635
第２位 小笠原由美子 2,631
第３位 阿部年彦 2,500
個人H/G 小笠原由美子 273
個人H/S 阿部年彦 757

４０才代
第１位 木村　聡 2,524
第２位 藤原将臣 2,497
第３位 沼田　聡 2,460
個人H/G 藤原将臣 300
個人H/S 沼田　聡 742

５０才代
第１位 久慈順子 2,708
第２位 伊藤　誠 2,379
第３位 大平洋子 2,365
個人H/G 福井　洋 276
個人H/S 久慈順子 710

６０才以上
第１位 阿部勝弘 2,387
第２位 藤村他可夫 2,293
第３位 佐々木和夫 2,266
個人H/G 阿部勝弘 245
個人H/S 阿部勝弘 634

兼第４７回全日本選手権大会第２次選考会 ５９名 男子 (１２Ｇ)
男子 第１位 工藤文彰 2,635
４７名 第２位 木村　聡 2,524

第３位 藤原将臣 2,497
第４位 沼田　聡 2,460
第５位 及川勝幸 2,410
第６位 阿部勝弘 2,387

入 賞 者
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平成20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

兼第４７回全日本選手権大会第２次選考会 MT03-16 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年１月１８日 女子 女子
１２名 第１位 久慈順子 2,528

第２位 小笠原由美子 2,451
第３位 大平洋子 2,185
第４位 鈴木ゆかり 2,172
第５位 阿部暁美 2,168
第６位 菅原里江 2,091

男子代表選手
沼田　聡 高橋　徹 菊池英明
藤村他可夫 阿部晃也 菅原勝則

第２４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２１年２月１日 ５５名 決勝シュートアウト方式
男子 男子１回戦
４２名 千葉　勇 １９５ 丸山忠夫 １９０

女子 伊藤　誠 １８８ 小野寺亮太 １５９
１３名 男子２回戦

木村　聡 ２２２ 千葉　勇 １７６
大平恵介 １７３＋９ 佐々木健三 １７３＋７
男子決勝戦
菅原修明 ２０４－１６８ 木村　聡
第１位 菅原修明
第２位 木村　聡
第３位 千葉　勇
第４位 大平恵介
第５位 佐々木健三
第６位 丸山忠夫

女子１回戦
小笠原由美子 ２１４ 束稲正子 ２０３
兼平彩夏 １９７ 小山田真弓 １７１
女子２回戦
久慈順子 ２１６ 小笠原由美子 １８５
大平洋子 １７３ 岩崎京子 １６８
女子決勝戦
久慈順子 ２３０－２０６ 吉田智子
第１位 久慈順子
第２位 吉田智子
第３位 小笠原由美子
第４位 大平洋子
第５位 岩崎京子
第６位 束稲正子

兼第３６回東北総合体育大会第２次選考会 ４４名 成年男子 (１２Ｇ)
男子 第１位 菅原修明 2,488
３５名 第２位 工藤文彰 2,375

女子 第３位 沼田　聡 2,248
９名 第４位 菊池英明 2,237

第５位 伊藤博志 2,228
第６位 阿部勝弘 2,219

成年女子 (１２Ｇ)
第１位 鈴木ゆかり 2,063
第２位 高橋久美子 2,012
第３位 阿部暁美 2,012
第４位 菅原里江 1,949
第５位 兼平彩夏 1,937

入 賞 者
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平成20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３６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２１年２月１日 成年男子代表選考強化指定A選手
木村　聡 佐々木和夫
成年男子代表選考強化指定Ｂ選手
菅原修明 工藤文彰 沼田　聡 菊池英明
伊藤博志 阿部勝弘
成年女子代表選考強化指定A選手
小笠原由美子
成年女子代表選考強化指定Ｂ選手
鈴木ゆかり 高橋久美子 阿部暁美 菅原里江
兼平彩夏

第２０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２１年３月８日 ６４名 ７Ｇ (+ﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ)
第１位 佐藤信也 1,638(60)
第２位 木村　聡 1,627(40)
第３位 沼田　聡 1,623(50)
第４位 久慈順子 1,539(40)
第５位 菅原修明 1,509(40)
第６位 小笠原　賢 1,494(40)
個人H/G 佐藤信也 279
個人H/S 木村　聡 752

入 賞 者
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