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平成2１年度　JBC为催大会（１）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 为　管 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 監　　　督

ＮＨＫ杯争奪第４３回全日本選抜ボウリング選手権大会 東京都 ＢＩＧＢＯＸ東大和 平成21年5月15日～17日 久慈順子 沼田　聡

第２２回オールジャパンレディーストーナメント 長崎県 長崎ラッキーボウル 平成21年6月12日～6月14日 久慈順子 久慈順子
【入賞】

シニアの部第２位 　久慈順子

経済産業大臣杯争奪第３５回全日本実業団産業別選手権大会 京都府 平成21年6月19日～21日 参加者なし

第４６回東日本ボウリング選手権大会 東京都 ハタボウリングセンター 平成21年6月26日～28日 小林恒雄 佐藤信也 吉田勝弘 小林恒雄 高橋宗康
菅原里江 吉田智子 小林みち子 高橋久美子

第４２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21年7月10日～12日 久慈順子 久慈順子
【入賞】

ハイシニアの部第５位 　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21年7月21日～22日 吉田良平 吉田拓未 阿部晃也 門間千尋
第３３回全日本高校ボウリング選手権大会

日本スポーツマスターズ２００９富士山静岡大会 静岡県 神明ボウル 平成21年9月19日～21日 上野吉朗 藤村他可夫 藤原孝至 川原重治郎 伊藤　誠
吉田美都子 及川弘代 小林みち子 久慈順子

【入賞】
男子４人チーム戦第４位

藤村他可夫 藤原孝至 川原重治郎 伊藤　誠
女子選手権者決定戦第５位 　久慈順子

第２２回全国スポーツ・レクリエーション祭 宮崎県 平成21年10月17日～20日 参加者なし

第６４回国民体育大会トキめき新潟国体ボウリング競技 新潟県 ラウンドワンスタジアム新潟 平成21年9月27日～9月30日 成年男子
グランドボウル黒崎 菊池史和 工藤文彰 菅原修明 沼田　聡 木村　聡

少年男子
富谷行雄 吉田拓未 阿部晃也

【入賞】
少年男子個人戦第８位 　吉田拓未

第４２回全日本新人ボウリング選手権大会 広島県 キャッスルボウル福山 平成21年10月10日～12日 小島　良 阿部晃也 小島　良

内閣総理大臣杯文部科学大臣杯争奪 千葉県 千葉リバーレーン 平成21年10月31日～11月3日 藤村他可夫 高橋　徹 藤村他可夫 菅原里江 高橋久美子
第３８回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会
ゆめ半島ちば国体ボウリング競技リハーサル大会

第10回アジアシニア選手権大会 フィリピン グリーンバレーカントリークラブ 平成21年11月8日～15日 久慈順子
【入賞】

ダブルス戦第２位、オールエベンツ第３位
グランドシニアマスターズ戦第１位

第２９回東日本シニアボウリング競技大会 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 平成21年11月13日～15日 小林恒雄 丸山忠夫 畑福孝康 小林恒雄 菅原和郎

文部科学大臣杯争奪第１６回全国高等学校対抗選手権大会 神奈川県 平成21年12月18日～20日 参加者なし

第３８回全日本支部対抗ボウリング選手権大会 東京都 品川プリンスホテルＢ/Ｃ 平成22年1月22日～24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

第２７回全日本実業団都市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22年2月5日～7日

ＪＢＣ会長杯第２５回全日本年齢別ボウリング競技大会 大阪府 イーグルボウル 平成２２年2月12日～14日 久慈順子 阿部晃也 細川広章 小山田真弓 高橋宗康
久慈順子

文部科学大臣杯争奪第４８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２２年３月１8日～２1日 沼田　聡 高橋　徹 武田和宏 沼田　聡 小野寺亮太
阿部晃也 菅原和郎

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者
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平成2１年度　東北地区連合为催大会（1）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 为　管 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 監　　　督

第２９回東北選抜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21年4月25日～26日 阿部勝弘 久慈順子 小笠原由美子 鈴木ゆかり 大平洋子
及川弘代 阿部暁美 菅原里江 兼平彩夏
木村　聡 佐々木和夫 山崎剛志 沼田　聡
藤原孝至 柏原正勝 工藤文彰 佐藤信也
中村栄治 伊藤　誠 大平恵介 菅原修明
高橋宗康 平中  薫 小笠原　賢 鈴木和彦
北舘潤一 鈴木　等

【入賞】
男子個人H/Ｓ　　

工藤文彰 816点
男子個人第５位　

工藤文彰 

第１４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21年5月23日～5月24日 鈴木和彦 岩手県予防医学協会
鈴木和彦 北舘潤一 鈴木　等 金濱雄悦
高橋光洋 佐々木廣美 一方井正宏
NEC東北
小野寺誠之 千葉清一 岩渕洋人 高橋あさ子

【入賞】
３人チーム第３位

鈴木和彦 一方井正宏 鈴木　等

第８回東北中学生高校生ボウリング選手権大会 青森県 アオモリボウル 平成21年6月20日～21日 阿部トミエ 吉田拓未 阿部晃也 菊地侃人 三上渓太
門間千尋 中野貴紀 在原寛仁 菅原友美
廣田恵美

第３６回東北総合体育大会 青森県 アオモリボウル 平成21年7月3日～5日 成年男子
　兼平成２１年度国民体育大会東北ブロック大会 菊池史和 工藤文彰 菅原修明 沼田　聡 木村　聡

成年女子
上野吉朗 小笠原由美子 鈴木ゆかり 兼平彩夏 菅原里江

少年男子
富谷行雄 吉田拓未 阿部晃也

少年女子
阿部トミエ 門間千尋 菅原友美

【入賞】
成年男子個人戦第１位
　木村　聡
成年女子個人戦第２位
　小笠原由美子
成年男子団体戦（４人）第１位

工藤文彰 菅原修明 沼田　聡 木村　聡

日本スポーツマスターズ２００９第９回東北ブロック大会 秋田県 仙北ファミリーボウル 平成21年7月18日～19日 藤村他可夫 藤村他可夫 藤原孝至 川原重治郎 伊藤　誠
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２位 　

吉田美都子 及川弘代 小林みち子 久慈順子
女子個人総合第２位 
　久慈順子

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者
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平成2１年度　東北地区連合为催大会（2）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 为　管 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 監　　　督

第３１回東北社会人ボウリング選手権大会 福島県 ボウルアピア郡山 平成21年8月29日～30日 木村　聡 工藤文彰 藤村他可夫 菅原和郎 沼田　聡
小笠原　賢 小野寺亮太 川原重治郎 大橋　学
木村　聡 藤原孝至 伊藤博志 佐藤信也
小林恒雄 黒澤　誠 伊藤　誠 山田浩幸
高橋　徹 丸山忠夫 三浦　啓 高橋宗康
小笠原由美子 鈴木ゆかり 阿部暁美 菅原里江
小林みち子 吉田智子 菅野和郎

【入賞】
混合３人チーム第４位 

工藤文彰 小笠原由美子 小笠原　賢
混合３人チーム第６位

佐藤信也 鈴木ゆかり 木村　聡

　川原重治郎

　木村　聡

　小笠原由美子

第２９回東北シニア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21年9月12日～13日 富谷行雄 藤村他可夫 菊池史和 菊池　晃 川原重治郎
富谷行雄 丸山忠夫 菅原和郎 薄衣純一
畑福孝康 吉田勝弘 菊池巳之吉 及川　賢
菊池　進 高橋輝和
久慈順子 吉田智子 吉田美都子 佐野峯英子

【入賞】
女子個人H/G
　吉田美都子
女子２人チーム戦第１位
　吉田智子 　久慈順子

第３６回東北実業団ボウリング選手権大会 秋田県 金満ボウリングセンター 平成21年10月24日～25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
高橋あさ子 小野寺　清 岩渕洋人 高橋宗義
千葉清一
財団法人岩手県予防医学協会
鈴木和彦 川端寿行 一方井正宏 鎌田　渉
北舘潤一 高橋光洋 鈴木　等 佐々木廣美

【入賞】
個人戦第３位
　高橋宗義

第３６回東北ボウリング選手権大会 宮城県 勝山ボウリングクラブ 平成21年11月14日～15日 菊池史和 沼田　聡 伊藤　誠 武田和宏 木村　聡
藤原孝至 工藤文彰 小笠原　賢 佐々木博幸
高橋宗康 大平恵介 藤村他可夫 菊池史和
小笠原由美子 菊地明美 阿部暁美 鈴木ゆかり
小林みち子 菅原里江 高橋久美子 及川弘代

【入賞】
女子２人チーム戦第３位
 小笠原由美子 　鈴木ゆかり

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者

　久慈順子
女子選手権決定戦第１位

男子選手権決定戦第５位

男子選手権決定戦第６位

女子選手権決定戦第４位
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平成2１年度　事業報告　県連盟为催大会（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为催記録会 MT03-03 盛岡スターレーン 平成２１年４月５日 ５２名 男子の部 (６Ｇ)
第１位 佐藤信也 1,354
第２位 吉田勝弘 1,250
第３位 小林恒雄 1,241
第４位 高橋宗康 1,228
第５位 大平恵介 1,209
第６位 菊池史和 1,205

個人H/G 大平恵介 253
個人H/S 佐藤信也 702

女子の部 (６Ｇ)
第１位 久慈順子 1,204
第２位 菅原里江 1,139
第３位 吉田智子 1,102
第４位 藤島秀子 1,039
第５位 菊地明美 1,017
第６位 小山田真弓 1,011

個人H/G 藤島秀子 224
個人H/S 久慈順子 638

　兼第４７回東日本選手権大会選考会 MT03-03 盛岡スターレーン 平成２１年４月５日 男子 男子代表選手
４６名 佐藤信也 吉田勝弘 小林恒雄 高橋宗康

女子
１０名 女子代表選手

菅原里江 吉田智子 小林みち子 高橋久美子

　兼第２２回オールジャパンレディストーナメント選考会 MT03-03 盛岡スターレーン 平成２１年４月５日 ７名 シニアレディス(６０歳以上)
久慈順子

　兼第４２回全日本シニア選手権大会選考会 MT03-03 盛岡スターレーン 平成２１年４月５日 男子 女子シニア部門代表
１３名 久慈順子

女子
４名 他部門なし

第３６回東北総合体育大会少年第１次選考会 MT03-04 盛岡スターレーン 平成２１年４月５日 ９名 男子の部 (６Ｇ)
第１位 吉田拓未 1,108
第２位 菊地侃人 1,059
第３位 阿部晃也 994
第４位 三上渓太 989
第５位 在原寛仁 815
第６位 中野貴紀 773

女子の部
第１位 門間千尋 968
第２位 菅原友美 837
第３位 廣田恵美 695

第３６回東北総合体育大会最終選考会 MT03-02 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年４月４日 １４名 男子の部 (２１Ｇ) 勝点 合計
MT03-02 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年４月１１日 沼田　聡 4,299 390 4,689
MT03-02 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年４月１２日 工藤文彰 4,234 360 4,594

木村　聡 4,237 330 4,567
菅原修明 4,191 330 4,521
菊池英明 4,033 345 4,378

佐々木和夫 4,044 285 4,329
伊藤博志 3,879 210 4,089
阿部勝弘 3,695 270 3,965

女子の部 (１８Ｇ) 勝点 合計
小笠原由美子 2,877 360 3,237

鈴木ゆかり 2,727 300 3,027
兼平彩夏 2,667 300 2,967
菅原里江 2,531 210 2,741
阿部暁美 2,586 120 2,706

高橋久美子 2,482 60 2,542

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成2１年度　事業報告　県連盟为催大会（２）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

第１１回岩手県中学生高校生ボウリング競技会 MT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年４月１２日 中学生 中学生男子の部 (６Ｇ)
１名 第１位 菊池和吉 867

高校生 高校生男子の部 (６Ｇ)
９名 第１位 阿部晃也 1,176

第２位 菊地侃人 1,033
第３位 吉田拓未 980

高校生女子の部 (６Ｇ)
第１位 門間千尋 993
第２位 菅原友美 806
第３位 廣田恵美 672

　兼第３６回東北総合体育大会少年最終選考会 MT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年４月１２日 男子の部 (１２Ｇ)
第１位 阿部　晃也 2,180
第２位 菊地　侃人 2,092

女子の部
第１位 門間　千尋 1,961
第２位 菅原　友美 1,643

第２０回岩手県社会人ボウリング選手権大会 MT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年５月１０日 ７９名 ３人チーム戦(２７G)
第１位:ｽｰﾊﾟｰA 6,152

工藤文彰 小笠原由美子 小笠原　賢
第２位:ｽﾀｰA 5,728

久慈順子 小野寺亮太 川原重治郎
第３位:奥州A 5,626

高橋宗康 鈴木ゆかり 木村　聡
第４位:矢巾 5,485

大橋　学 阿部勝弘 阿部トミエ
第５位:ｽﾀｰD 5,410

藤村他可夫 藤原孝至 三浦　啓
第６位:遠野A 5,364

菊池史和 菊池　晃 菊池　進

男子個人表彰 (６Ｇ)
第１位 工藤文彰 1,477
第２位 栃内秀士 1,350
第３位 藤村他可夫 1,348
第４位 菊池史和 1,297
第５位 菊池　晃 1,289
第６位 沼田　聡 1,287

個人H/G 工藤文彰 289
個人H/S 工藤文彰 780

女子個人表彰
第１位 小笠原由美子 1,282
第２位 久慈順子 1,281
第３位 鈴木ゆかり 1,215
第４位 阿部暁美 1,167
第５位 菅原里江 1,166
第６位 阿部トミエ 1,154

個人H/G 小笠原由美子 259
個人H/S 久慈順子 748

　兼第３１回東北社会人ボウリング選手権大会県選考会 MT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年５月１０日 男子 男子代表選手
５２名 工藤文彰 藤村他可夫 菊池史和 沼田　聡

女子 小笠原　賢 小野寺亮太 川原重治郎 大橋　学
１５名 木村　聡 藤原孝至 伊藤博志 阿部勝弘

佐藤信也 小林恒雄 黒澤　誠 伊藤　誠
佐々木和夫 高橋　徹 丸山忠夫 三浦　啓

岩泉　優
女子代表選手
小笠原由美子 鈴木ゆかり 阿部暁美 菅原里江

阿部トミエ 吉田智子

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成2１年度　事業報告　県連盟为催大会（３）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

第２１回岩手県実業団ボウリング競技会 MT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年５月１０日 ２７名 ３人チーム戦(２７G)
第１位:JR東日本盛岡A 5,188

畠山　守 中田純也 田中正二
第２位:NEC東北 5,101

小野寺誠之 千葉清一 高橋宗義
第３位:盛岡赤十字病院 5,057

佐々木　恵 小山田節子 根田光朗
第４位:岩手県予防医学協会A 5,044

一方井正宏 鈴木和彦 川端寿行
第５位:ベルプラスA 4,952

佐々木聡昭 高橋文和 吉岡茂樹
第６位:岩手県予防医学協会B 4,576

金濱雄悦 鎌田　渉 北舘　潤一

個人表彰 (６Ｇ)
第１位 畠山　守 1,208
第２位 鈴木和彦 1,207
第３位 小野寺誠之 1,205
第４位 中田純也 1,193
第５位 根田光朗 1,156
第６位 千葉清一 1,149

個人H/G 佐々木　恵 240
個人H/S 小野寺誠之 652

　兼第２９回東北シニア選手権大会選考会 MT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年５月１０日 男子 男子代表選手
３１名 藤村他可夫 菊池史和 菊池　晃 川原重治郎

女子 阿部勝弘 小林恒雄 富谷行雄 伊藤　誠
７名 佐々木和夫 丸山忠夫 菅原和郎 大平恵介

畑福孝康 吉田勝弘 菊池巳之吉 及川　賢
薄衣純一 菊池　進

女子代表選手
久慈順子 阿部トミエ 吉田智子 吉田美都子

小林みち子 及川弘代 佐野峯英子

　兼日本スポーツマスターズ２００９選考会 MT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年５月１０日 男子 男子代表選手
５６名 藤村他可夫 藤原孝至 川原重治郎 伊藤　誠

女子
９名 女子代表選手

久慈順子 小林みち子 吉田美都子 及川弘代

ＩＢＣ杯第２７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２１年６月７日 ８２名 １位:奥州Ｂ 鈴木ゆかり 木村　聡 3,921
(４１チーム) ２位:スターＡ 久慈順子 川原重治郎 3,874

３位:スターＤ 吉田美都子 藤村他可夫 3,866
４位:スターＢ 丸山忠夫 黒澤　誠 3,845
５位ｽｰﾊﾟｰＡ 小笠原由美子 工藤文彰 3,770
６位:メイクＣ 山崎　悟 阿部トミエ 3,740

個人H/G 小野寺亮太 277
個人H/S 黒澤　誠 733

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成2１年度　事業報告　県連盟为催大会（４）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

第６１回岩手県民体育大会 MT03-07 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２1年７月１１日・１２日 １７２名 団体戦(36G)
1位：盛岡Ｃ 7,489

栃内秀士 工藤文彰 山崎剛志 佐々木和夫
2位：盛岡Ｂ 7,428
小笠原由美子 小林恒雄 大平洋子 黒澤　誠
3位：奥州Ａ 7,396

佐藤信也 高橋宗康 鈴木ゆかり 木村　聡
4位：岩手Ａ 7,287

丹内　忠 中村真一 助川公一 山口忠司
5位：滝沢Ａ 7,255

及川勝幸 菊地明美 武田和宏 沼田　聡
6位：盛岡Ａ 7,237

小野寺亮太 山崎　悟 川原重治郎 小笠原　賢
7位：一関Ａ 7,218

千葉　勇 細川広章 菅原里江 千葉清一
8位：盛岡Ｄ 7,165

中村栄治 小林みち子 藤村他可夫 丸山忠夫

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 2,041
第２位 兼平　彩夏 滝沢村 1,915
第３位 小野寺 亮太 盛岡市 1,718

３０才代
第１位 阿部　年彦 北上市 1,931
第２位 小原　誠光 花巻市 1,752
第２位 大 橋 　学 久慈市 1,716

４０才代
第１位 鈴木　ゆかり 奥州市 2,006
第２位 黒 澤　 誠 盛岡市 1,997
第３位 白澤　一成 一関市 1,993

５０才以上
第１位 佐々木 和夫 盛岡市 2,174
第２位 千 葉 　勇 一関市 2,136
第３位 菅原　国男 紫波町 2,061

第２３回岩手県４人チームボウリング選手権大会 MT03-08 キャニオンボウル 平成２１年８月２３日 ７９名 団体戦(３６Ｇ)
(２０チーム) 1位:スターB 6,784

吉田美都子 大平洋子 丸山忠夫 佐々木和夫
2位：スターA 6,560

藤原孝至 久慈順子 黒澤　誠 川原重治郎
3位：ｽｰﾊﾟｰA 6,490
小笠原由美子 柏原　正勝 工藤文彰 小笠原　賢
4位：一関Ｃ 6,438
阿部　晃也 岩崎　善助 岩崎　京子 菅原　里江

5位：一関Ｂ 6,421
細川　直美 小山田真弓 束稲正子 佐々木健三

6位：花巻 6,420
多喜乃俊雄 畑福孝康 大平恵介 伊藤　誠
個人H/G 阿部暁美 247
個人H/S 小笠原由美子 653

　兼第３６回東北選手権大会第１次選考会 MT03-08 キャニオンボウル 平成２１年８月２３日 男子　４７名 男子の部 (６Ｇ)
第１位 工藤文彰 1,126
第２位 伊藤　誠 1,119
第３位 木村　聡 1,092
第４位 武田和宏 1,085
第５位 菊池英明 1,079
第６位 沼田　聡 1,077

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成2１年度　事業報告　県連盟为催大会（５）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

　兼第３６回東北選手権大会第１次選考会 MT03-08 キャニオンボウル 平成２１年８月２３日 女子　１６名 女子の部 (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,144
第２位 久慈順子 1,121
第３位 阿部暁美 1,066
第４位 菊地明美 1,035
第５位 吉田美都子 965
第６位 吉田智子 960

　兼第４２回全日本新人選手権大会選考会 MT03-08 キャニオンボウル 平成２１年８月２３日 少年男子の部 阿部晃也
少年女子の部 なし
成年男子の部 小島　良
成年女子の部 兼平　彩夏

　兼内閣総理大臣杯第３８回全国都道府県対抗選手権大会選考会 MT03-08 キャニオンボウル 平成２１年８月２３日 男子　４７名 男子代表選手 小林恒雄 藤村他可夫
女子　１６名 女子代表選手 菅原　里江 高橋久美子

岩手日報杯第２５回岩手県３人チーム選手権大会 MT03-09 盛岡スターレーン 平成２１年９月６日 ６６名 団体戦(２７Ｇ)
(２２チーム) 1位：滝沢A

武田和宏 菊地明美 沼田　聡
2位：メイクＢ

高橋　皆 菅原里江 菅原修明
3位：スターA

藤原孝至 黒澤　誠 久慈順子
4位：ｽｰﾊﾟｰA

工藤文彰 小笠原由美子 小笠原　賢
5位：奥州A

佐々木博幸 高橋宗康 木村　聡
6位：花巻

多喜乃俊雄 大平恵介 伊藤　誠
個人H/G 藤原孝至 279
個人H/S 小笠原由美子 754

　兼第３６回東北選手権大会第２次選考会 MT03-09 盛岡スターレーン 平成２１年９月６日 男子　５６名 男子の部 (１２Ｇ)
女子　１８名 第１位 沼田　聡 2,431

第２位 伊藤　誠 2,332
第３位 武田和宏 2,319
第４位 木村　聡 2,314
第５位 藤原孝至 2,300
第６位 工藤文彰 2,276

女子の部 (１２Ｇ)
第１位 小笠原由美子 2,406
第２位 久慈順子 2,218
第３位 菊地明美 2,151
第４位 阿部暁美 2,148
第５位 鈴木ゆかり 2,077
第６位 大平洋子 2,074

男子代表選手
沼田　聡 伊藤　誠 武田和宏 木村　聡
藤原孝至 工藤文彰 小笠原　賢 佐々木博幸
高橋宗康 大平恵介 藤村他可夫 菊池史和

女子代表選手
小笠原由美子 菊地明美 阿部暁美 鈴木ゆかり
小林みち子 菅原里江 高橋久美子 及川弘代

5,493

5,460

5,476

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

5,629

5,532

5,355
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平成2１年度　事業報告　県連盟为催大会（６）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

第２４回岩手県支部対抗ボウリング競技会 MT03-10 盛岡スターレーン 平成２１年１０月４日 ５０名 決勝ベーカー方式トーナメント
　兼第３８回全日本支部対抗選手権大会選考会 (１０チーム) １回戦

メイク ４３６－３０３ 矢巾
奥州A ３９４－３６１ 盛岡ｽｰﾊﾟｰＢ

２回戦
メイク ３５９－３５５ 盛岡ｽｰﾊﾟｰＡ

盛岡ｽﾀｰ ３６１－３３９ 奥州A
５-６位決定戦

矢巾 ３６６－３２９ 盛岡ｽｰﾊﾟｰＢ
３-４位決定戦

盛岡ｽｰﾊﾟｰＡ ４２８－３６０ 奥州A
１-２位決定戦

メイクA ３８６－３１５ 盛岡ｽﾀｰ

１位:メイク
阿部晃也・富谷行雄・菊地明美・菅原里江・伊藤　誠
２位：盛岡ｽﾀｰﾚｰﾝ
昆野広秋・菊地侃人・吉田勝弘・藤村他可夫・久慈順子
３位：盛岡ｽｰﾊﾟｰﾚｰﾝＡ

４位：奥州

５位：矢巾

６位：盛岡ｽｰﾊﾟｰﾚｰﾝＢ

個人H/G 鈴木　高 267
個人H/S 久慈順子 670

第３６回岩手県ボウリング選手権大会 MT03-11 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年１１月２２日 ９３名 男子個人総合 (１２Ｇ)
男子 第１位 佐藤信也 2,512

７９名 第２位 工藤文彰 2,433
女子 第３位 小笠原　賢 2,366

１４名 第４位 沼田　聡 2,333
第５位 伊藤博志 2,243
第６位 小林恒雄 2,231

男子個人戦 (６Ｇ)
第１位 佐藤信也 1,281
第２位 工藤文彰 1,196
第３位 伊藤博志 1,167
第４位 小笠原　賢 1,150
第５位 小林恒雄 1,142
第６位 藤村他可夫 1,140

男子２人チーム戦 (６Ｇ)
1位：ｽｰﾊﾟｰA 工藤文彰 小笠原　賢 1,231
2位：ｽｰﾊﾟｰＣ 栃内秀士 小林恒雄 1,224
3位：滝沢Ｃ 藤倉邦男 及川勝幸 1,159
4位：滝沢A 武田和宏 沼田　聡 1,140
5位：北上Ａ 伊藤博志 小原勝弘 1,121
6位：奥州Ｂ 佐藤信也 藤原将臣 1,100
男子個人H/G 小笠原　賢 269
男子個人H/S 佐藤信也 667

女子個人総合 (１２Ｇ)
第１位 小笠原由美子 2,346
第２位 鈴木ゆかり 2,241
第３位 阿部暁美 2,216

女子個人戦 (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,209
第２位 鈴木ゆかり 1,145
第３位 阿部暁美 1,078

岩泉　優・小林みち子・下田栄彦・鈴木　高・小林恒雄

佐藤信也・鈴木ゆかり・菊池英明・高橋宗康・佐々木博幸

小笠原由美子・工藤文彰・根田光朗・栃内秀士・小笠原　賢

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

阿部勝弘・松岡雅史・阿部トミエ・沢内　功・大橋　学
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平成2１年度　事業報告　県連盟为催大会（７）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

第３６回岩手県ボウリング選手権大会 MT03-11 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年１１月２２日 女子2人チーム戦 (６Ｇ)
1位：メイクＡ 阿部暁美 吉田智子 1,063
2位：奥州A 高 橋久美子 鈴木ゆかり 1,046
3位：メイクＢ 菅原里江 菊地明美 1,014
女子個人H/G 鈴木ゆかり 246
女子個人H/S 小笠原由美子 644

第１２回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(前半) MT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年１２月６日 ７５名 １０才代 (６Ｇ)
男子 第１位 兼平彩夏 1,176

６１名 第２位 阿部晃也 1,135
女子 第３位 鈴木佑輔 1,055

１４名 ２０才代
第１位 佐藤信也 1,176
第２位 照井祐平 1,160
第３位 山崎剛志 1,109

３０才代
第１位 小笠原由美子 1,309
第２位 阿部年彦 1,174
第３位 工藤文彰 1,160

４０才代
第１位 木村　聡 1,268
第２位 藤原孝至 1,208
第３位 鈴木ゆかり 1,202

５０才代
第１位 大平恵介 1,192
第２位 伊藤　誠 1,186
第３位 伊藤博志 1,158

６０才以上
第１位 久慈順子 1,241
第２位 藤村他可夫 1,191
第３位 川原重治郎 1,135

　兼第３７回東北総合体育大会第１次選考会 MT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年１２月６日 ５４名 成年男子 (６Ｇ)
男子 第１位 藤原孝至 1,208

４０名 第２位 黒澤　誠 1,201
女子 第３位 佐々木博幸 1,183

１４名 第４位 及川勝幸 1,183
第５位 工藤文彰 1,160
第６位 伊藤博志 1,158

成年女子 (６Ｇ)
第１位 鈴木ゆかり 1,112
第２位 兼平彩夏 1,086
第３位 高橋久美子 1,077
第４位 阿部暁美 1,058
第５位 大平洋子 1,058
第６位 細川直美 1,043

　兼第２５回ＪＢＣ会長杯全日本年齢別競技大会県選考会 MT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年１２月６日 ７５名 １０才代 (６Ｇ)
男子 第１位 兼平彩夏 1,176

６１名 第２位 阿部晃也 1,135
女子 ２０才代

１４名 第１位 佐藤信也 1,176
第２位 照井祐平 1,160

３０才代
第１位 小笠原由美子 1,309
第２位 阿部年彦 1,174

４０才代
第１位 木村　聡 1,268
第２位 藤原孝至 1,208

５０才代
第１位 大平恵介 1,192
第２位 伊藤　誠 1,186

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成2１年度　事業報告　県連盟为催大会（８）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

　兼第２５回ＪＢＣ会長杯全日本年齢別競技大会県選考会 MT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年１２月６日 ６０才以上
第１位 久慈順子 1,241
第２位 藤村他可夫 1,191

代表選手
１０才代 阿部晃也
３０才代 細川広章
４０才代 小山田真弓
５０才代 高橋宗康
６０才超 久慈順子

　兼第４８回全日本選手権大会第１次選考会 MT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２１年１２月６日 ７５名 男子 (６Ｇ)
男子 第１位 木村　聡 1,268

６１名 第２位 藤原孝至 1,208
女子 第３位 黒澤　誠 1,201

１４名 第４位 大平恵介 1,192
第５位 藤村他可夫 1,191
第６位 伊藤　誠 1,186

女子
第１位 小笠原由美子 1,219
第２位 久慈順子 1,151
第３位 鈴木ゆかり 1,112
第４位 兼平彩夏 1,086
第５位 高橋久美子 1,077
第６位 吉田智子 1,067

第１２回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(後半) MT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年１月３１日 ６９名 １０才代 (１２Ｇ)
男子 第１位 小野寺亮太 2,362

５５名 第２位 阿部晃也 2,319
女子 第３位 兼平彩夏 2,232

１４名 個人H/G 阿部晃也 247
個人H/S 小野寺亮太 701

２０才代
第１位 佐藤信也 2,650
第２位 照井祐平 2,244
第３位 千葉光悦 2,188

個人H/G 佐藤信也 300
個人H/S 佐藤信也 803

３０才代
第１位 小笠原由美子 2,633
第２位 阿部年彦 2,365
第３位 細川広章 2,332

個人H/G 小笠原由美子 281
個人H/S 小笠原由美子 671

４０才代
第１位 鈴木ゆかり 2,588
第２位 木村　聡 2,546
第３位 高橋　徹 2,500

菊池英明 279
高橋　徹 279

個人H/S 高橋　徹 780
５０才代

第１位 菊池史和 2,503
第２位 高橋宗康 2,431
第３位 栃内秀士 2,418

個人H/G 吉田智子 260
６０才以上

第１位 久慈順子 2,551
第２位 丸山忠夫 2,334
第３位 川原重治郎 2,275

個人H/G 丸山忠夫 268
個人H/S 佐々木和夫 700

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

個人H/G
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平成2１年度　事業報告　県連盟为催大会（９）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

　兼第４８回全日本選手権大会第２次選考会 MT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年１月３１日 ５４名 男子 (１２Ｇ)
男子 第１位 佐藤信也 2,650

４１名 第２位 木村　聡 2,546
女子 第３位 菊池史和 2,503

１３名 第４位 高橋　徹 2,500
第５位 武田和宏 2,441
第６位 藤原孝至 2,440

女子
第１位 小笠原由美子 2,453
第２位 鈴木ゆかり 2,408
第３位 久慈順子 2,371
第４位 吉田智子 2,122
第５位 藤島秀子 2,120
第６位 及川弘代 2,106

男子代表選手
高橋　徹 武田和宏 沼田　聡
小野寺亮太 阿部晃也 菅原和郎

第２５回岩手県知事杯争奪ボウリング競技会 MT03-13 キャニオンボウル 平成２２年２月７日 ６７名 決勝シュートアウト方式
男子 男子１回戦

５１名 小野寺亮太 ２０２ 菊池史和 １９８
女子 小笠原　賢 １６４ 栃内秀士 １５８

１６名 男子２回戦
小野寺亮太 １８３ 佐々木和夫 １８２
千葉　勇 １６４ 佐々木健三 １５４
男子決勝戦
佐藤信也 ２２３－１７０ 小野寺　亮太

第１位 佐藤信也
第２位 小野寺亮太
第３位 佐々木和夫
第４位 千葉　勇
第５位 佐々木健三
第６位 菊池史和

女子１回戦
吉田美都子 ２２０ 鈴木ゆかり １６６
小林みち子 １６１ 及川弘代 １４１
女子２回戦
久慈順子 ２４３ 細川直美 １８９
吉田美都子 １８５ 大平洋子 １５６
女子決勝戦
小笠原由美子 １９０－１８３ 久慈順子

第１位 小笠原由美子
第２位 久慈順子
第３位 細川直美
第４位 吉田美都子
第５位 大平洋子
第６位 鈴木ゆかり

　兼第３７回東北総合体育大会第２次選考会 MT03-13 キャニオンボウル 平成２２年２月７日 ５４名 成年男子 (１２Ｇ)
男子 第１位 小笠原　賢 2,354

４０名 第２位 菊池英明 2,317
第３位 小野寺亮太 2,284
第４位 工藤文彰 2,277
第５位 高橋宗康 2,265
第６位 伊藤博志 2,265

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成2１年度　事業報告　県連盟为催大会（１０）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

　兼第３７回東北総合体育大会第２次選考会 MT03-13 キャニオンボウル 平成２２年２月７日 女子 成年女子 (１２Ｇ)
１４名 第１位 鈴木ゆかり 2,176

第２位 細川直美 2,165
第３位 大平洋子 2,118
第４位 兼平彩夏 2,064
第５位 高橋久美子 2,041
第６位 阿部暁美 2,034

　兼第３７回東北総合体育大会第２次選考会 MT03-13 キャニオンボウル 平成２２年２月７日 成年男子代表選考強化指定A選手
木村　聡 沼田　聡
成年男子代表選考強化指定Ｂ選手
小笠原　賢 菊池英明 小野寺亮太 工藤文彰
高橋宗康 伊藤博志
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
鈴木ゆかり 細川直美 大平洋子 兼平彩夏
高橋久美子 阿部暁美

第２１回岩手県連会長杯争奪ボウリング競技会 MT03-14 盛岡スターレーン 平成２２年３月７日 ５８名 ７Ｇ (+ﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ)
第１位 佐藤信也 1,655(50)
第２位 大平洋子 1,626(50)
第３位 小林恒雄 1,526(30)
第４位 木村　聡 1,518(60)
第５位 久慈順子 1,500(40)
第６位 及川弘代 1,461(45)

個人H/G 及川弘代 261
個人H/S 伊藤博志 688

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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