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平成23年度　JBC主催大会（１）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 主　管 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 監　　　督

ＮＨＫ杯争奪第４５回全日本選抜ボウリング選手権大会 千葉県 千葉リバーレーン 平成23年5月13日～15日 久慈順子 菅原里江

第２４回オールジャパンレディーストーナメント 三重県 津グランドボウル 平成23年6月10日～6月12日 久慈順子 檜垣智美 久慈順子

経済産業大臣杯争奪第３７回全日本実業団産業別選手権大会 大阪府 イーグルボウル/桜橋ボウル 平成23年6月17日～19日 参加者なし

第４８回東日本ボウリング選手権大会 長野県 ヤングファラオ 平成23年6月24日～26日 山田浩幸 小林恒雄 藤村他可夫 大平恵介 山田浩幸
檜垣智美 小林みち子 及川弘代 吉田美都子

第４４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23年7月8日～10日 高橋宗康 高橋宗康 丸山忠夫 佐々木孝造 久慈順子

文部科学大臣杯争奪第３５回全日本中学ボウリング選手権大会 京都府 キョーイチボウル宇治 平成23年7月21日～23日 平中　薫 平中　彗 猿川亜美

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23年7月25日～26日 菅原真二 菅原要子
第３５回全日本高校ボウリング選手権大会

第２回全日本小学生競技大会 愛知県 稲沢グランドボウル 平成23年8月8日～96日 参加者なし

日本スポーツマスターズ２０１１　ボウリング競技 石川県 ジャンボボール 平成23年9月16日～20日 上野吉朗 黒澤　誠 小林恒雄 伊藤　誠 藤原孝至
久慈順子 菅原里江 及川弘代 吉田美都子

【入賞】
女子２人チーム戦第４位
菅原里江 吉田美都子

第６６回国民体育大会国体ボウリング競技 山口県 下関ロイヤルボウル 平成23年10月1日～5日 参加者なし

第４４回全日本新人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23年10月8日～10日 小野寺亮太 平中　彗 吉田拓未 猿川亜実 門間千尋

ねんりんピック２０１１熊本 熊本県 宇土パスカワールド 平成23年10月15日～18日 藤村他可夫 藤村他可夫 畑福孝康

内閣総理大臣杯文部科学大臣杯争奪 岐阜県 平成23年10月27日～30日 参加者なし
第４０回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会
国体ボウリング競技リハーサル大会

第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭 栃木県 宇都宮第二トーヨーボウル 平成22年11月5日～8日 小林恒雄 大平恵介 小林恒雄 及川弘代 小林みち子

第２回東日本シニアボウリング競技大会 埼玉県 新峡山グランドボウル 平成23年11月11日～13日 菊池史和 菊池史和 菅原和郎 佐々木孝造 丸山忠夫

第４４回全日本実業団選手権大会 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 平成23年11月18日～20日 参加者なし

第11回アジアシニア選手権大会 グァム セントラルレーンズＢ/Ｃ 平成23年11月23日～30日 久慈順子
【入賞】

女子４人チーム戦第２位
久慈順子

文部科学大臣杯争奪第１８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23年12月16日～18日 参加者なし

第４０回全日本クラブ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24年1月20日～22日 小野寺亮太 黒澤　誠 小野寺亮太 丸山忠夫 吉田勝弘
千葉光悦

第２９回全日本実業団都市対抗ボウリング選手権大会 岡山県 水島国際ボウリング会館 平成24年2月10日～12日 参加者なし

ＪＢＣ会長杯第２７回全日本年齢別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24年2月17日～19日 伊藤　誠 菅原要子 兼平彩夏 菅原里江 伊藤　誠
戸塚孝徳

第４３回全日本大学個人ボウリング選手権大会 東京都 田町ハイレーン 平成24年2月20日～22日 小野寺亮太 千葉光悦

文部科学大臣杯争奪第５０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24年3月１7日～20日 参加者なし

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者
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平成23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３１回東北選抜ボウリング選手権大会 ～　中止　～

第１６回東北実業団交流競技大会 ～　中止　～

日本スポーツマスターズ２０１１第１１回東北ブロック大会 青森県 アオモリボウル 平成23年6月4日～5日 男子 黒澤　誠 小林恒雄 伊藤　誠 藤原孝至
小林恒雄

女子 久慈順子 菅原里江 及川弘代 吉田美都子
小林恒雄 【入賞】

男子４人チーム第3位 　
黒澤　誠 小林恒雄 伊藤　誠 藤原孝至
男子２人チーム第２位 　
伊藤　誠 藤原孝至
男子個人総合第１位 
藤原孝至
女子４人チーム第１位 　
久慈順子 菅原里江 及川弘代 吉田美都子
女子２人チーム第３位 　
久慈順子 及川弘代
女子個人総合第２位 
久慈順子

第１０回東北中学生高校生ボウリング選手権大会 宮城県 ボウルジャンボフォルテ 平成23年6月18日～19日 猿川温久 中学生の部
平中　彗 猿川亜実 千葉有夏

富谷行雄 高校生の部
鷹觜直樹 菊池和吉 菅原要子 前関優花

【入賞】
中学生の部第6位

猿川亜実
高校生女子の部第5位

菅原要子

第３８回東北総合体育大会 宮城県 ボウルジャンボフォルテ 平成23年7月15日～17日 成年男子 佐藤信也 小野寺亮太 菅原修明 沼田　聡
　兼平成２３年度国民体育大会東北ブロック予選大会 上野吉朗

成年女子 小笠原由美子 檜垣智美 菊地明美 大平洋子
根田光朗

少年男子 菊池和吉 鷹觜直樹
富谷行雄

少年女子 菅原要子
菊池史和 【入賞】

なし

第３１回東北シニアボウリング選手権大会 青森県 イーストボウル 平成23年8月27日～28日 小林恒雄 佐々木和夫 菅原和郎 畑福孝康 吉田勝弘
藤村他可夫 藤原孝至 陳田康夫 佐々木孝造
大平恵介 菅野和郎 山田浩幸 三浦　啓
高橋宗康 菊池　晃 川原重治郎 丸山忠夫
下田栄彦 滝沢和夫 岩泉優 小林恒雄
久慈順子 吉田智子 吉田美都子 大平洋子
小林みち子 及川弘代

【入賞】
男子個人戦第１位

川原重治郎
男子２人チーム戦第１位

高橋宗康 佐々木和夫
男子２人チーム戦第５位

藤原孝至 藤村他可夫

佐々木和夫
男子ＨＧ

小林恒雄 289
男子ＨＳ

佐々木和夫 771
女子ＨＧ

大平洋子 259

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者

男子選手権決定戦第１位
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平成23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３３回東北社会人ボウリング選手権大会 秋田県 ボウルジャンボ 平成23年9月3日～4日 沼田　聡 高橋宗康 佐藤信也 沼田　聡 小笠原　賢
戸塚孝徳 丸山忠夫 小野寺亮太 佐々木博幸
伊藤　誠 大平恵介 吉田勝弘 藤村他可夫
黒澤　誠 千葉　勇 三浦　啓 昆　勝博
柏原正勝 吉田拓未 菅原和郎 管野和郎
谷藤　元
小笠原由美子 鈴木ゆかり 菅原里江 兼平彩夏
高橋久美子 吉田智子

【入賞】
男子選手権決定戦第５位

佐藤信也

小笠原由美子

第３８回東北実業団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23年9月24日～25日 小林恒雄 ＮＥＣ　NP
高橋あさ子 小野寺誠之 岩渕洋人 高橋宗義
千葉清一 山平功二
財団法人岩手県予防医学協会
鈴木和彦 鈴木　等 一方井正宏 川端寿行
北舘潤一 勝政　亮 飯塚　隆 金濱雄悦
北川鉄夫
ＪＲ東日本盛岡
中田純也 千田　晃 田中正二 高橋良典

【入賞】
混合３人チーム戦第２位　ＪＲ東日本盛岡

中田純也 千田　晃 田中正二 高橋良典
混合３人チーム戦第５位　岩手県予防医学協会Ａ

鈴木和彦 川端寿行 金濱雄悦

第３８回東北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23年10月22日～231日 沼田　聡
男子 小笠原　賢 伊藤　誠 佐々木和夫 佐藤信也

沼田　聡 菊池史和 小野寺亮太 大平恵介
藤村他可夫 佐々木孝造 武田和宏 畑福孝康

女子 小笠原由美子 菊地明美 菅原里江 鈴木ゆかり
菅原要子 阿部暁美 高橋久美子 久慈順子

【入賞】
なし

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者

女子選手権決定戦第２位

3/13 IWATE BOWLING ASSOCIATION



平成23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

第３８回東北総合体育大会最終選考会 QT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年4月3日 16名 男子の部 (14Ｇ) 勝点 合計
QT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年4月9日 佐藤信也 2,862 200 3,062

小野寺亮太 2,836 160 2,996
沼田　聡 2,747 180 2,927
菅原修明 2,641 170 2,811
菊池英明 2,564 140 2,704

佐々木和夫 2,533 110 2,643
佐々木博幸 2,511 80 2,591
小林恒雄 2,489 80 2,569

女子の部 (14Ｇ) 勝点 合計
菊池明美 2,740 200 2,940

小笠原由美子 2,642 220 2,862
檜垣智美 2,547 180 2,727
大平洋子 2,554 160 2,714
鈴木ゆかり 2,546 120 2,666
高橋久美子 2,383 100 2,483
兼平彩夏 2,399 80 2,479
菅原里江 2,411 60 2,471

第３８回東北総合体育大会少年第１次選考会 QT03-02 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年4月10日 6名 男子の部 (6Ｇ)
男子 第１位 鷹觜直樹 956

3名 第２位 菊池和吉 944
女子 第３位 田村将磨 809

3名 女子の部 (6Ｇ)
第１位 菅原要子 1,026
第２位 前関優花 809
第３位 咲山喜代美 501

岩手県ボウリング連盟記録会 QT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年4月10日 34名 男子の部 (6Ｇ)
第１位 黒澤　誠 1,339
第２位 小林恒雄 1,283
第３位 伊藤　誠 1,276
第４位 藤原孝至 1,255
第５位 藤村他可夫 1,222
第６位 大平恵介 1,209

女子の部 (6Ｇ)
第１位 久慈順子 1,192
第２位 檜垣智美 1,119
第３位 菅原里江 1,091
第４位 大平洋子 1,073
第５位 高橋久美子 1,028
第６位 及川弘代 1,016

　兼日本スポーツマスターズ２０１１選考会 QT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年4月10日 男子 男子代表選手
25名 黒澤　誠 小林恒雄 伊藤　誠 藤原孝至

女子 女子代表選手
９名 久慈順子 菅原里江 及川弘代 吉田美都子

　兼第４９回東日本選手権大会選考会 QT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年4月10日 男子 男子代表選手
22名 小林恒雄 藤村他可夫 大平恵介 山田浩幸

女子 女子代表選手
９名 檜垣智美 小林みち子 及川弘代 吉田美都子

　兼第２４回オールジャパンレディストーナメント選考会 QT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年4月10日 9名 ヤングの部 ミドルの部 シニアの部
檜垣智美 なし 久慈順子

　兼第４４回全日本シニア選手権大会選考会 QT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年4月10日 男子シニア 男子ハイシニア 男子マスターズ
高橋宗康 なし 丸山忠夫 佐々木孝造

女子シニア 女子ハイシニア 女子マスターズ
なし 久慈順子 なし

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成23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1回岩手県小学生ボウリング競技会 QT03-03 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年4月10日 4年生以下 4年生以下の部 (3Ｇ)
3名 第１位 千田祐太 456

5年生以上 第２位 鈴木杏梨 305
3名 第３位 會田薫子 268

5年生以上の部 (3Ｇ)
第１位 大和田翔 434
第２位 佐々木俊人 398
第３位 小山智帆伽 335

第１３回岩手県中学生高校生ボウリング競技会 QT03-03 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年4月10日 中学生 中学生男子の部 (６Ｇ)
5名 第１位 平中　彗 1,065

高校生 第２位 本宮　練 792
7名 中学生女子の部 (６Ｇ)

第１位 猿川亜実 983
第２位 千葉有夏 824
第３位 菅原睦子 721

高校生男子の部 (６Ｇ)
第１位 鷹觜直樹 935
第２位 田村将磨 897
第３位 菊池和吉 887

高校生女子の部 (６Ｇ)
第１位 菅原要子 1,035
第２位 前関優花 846
第３位 咲山喜代美 704

　兼第３８回東北総合体育大会少年2次選考会 QT03-03 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年4月10日 男子の部 (１２Ｇ)
第１位 鷹觜直樹 1,891
第２位 菊池和吉 1,831
第３位 田村将磨 1,706

女子の部 (６Ｇ)
第１位 菅原要子 2,061
第２位 前関優花 1,655
第３位 咲山喜代美 1,205

第２４回岩手県４人チームボウリング選手権大会 QT03-05 盛岡スターレーン 平成23年5月29日 76名 団体戦(３６Ｇ)
(２２チーム) 1位：スターA 7,947

男子 佐々木和夫 川原重治郎 久慈順子 小野寺亮太
59名 2位：スターＣ 7,515

女子 吉田美都子 丸山忠夫 大平洋子 黒澤　誠
17名 3位：滝沢Ａ 7,485

武田和宏 菊地明美 及川勝幸 沼田　聡
4位:ｽｰﾊﾟｰC 7,479

栃内秀士 小林みち子 小林恒雄 岩泉　優
5位：奥州Ａ 7,432

佐藤信也 佐々木博幸 佐藤　馨 菊池英明
6位：ｽｰﾊﾟｰA 7,362
小笠原由美子 檜垣智美 工藤文彰 小笠原　賢
個人H/G 吉田勝弘 278
個人H/S 山田浩幸 717

第２２回岩手県社会人ボウリング選手権大会 QT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年6月19日 66名 ３人チーム戦(２７G)
(２２チーム) 第1位:滝沢 5,801

男子 武田和宏 沼田　聡 助川公一
50名 第2位:スターＡ 5,726

女子 佐々木和夫 久慈順子 川原重治郎
16名 第3位:ｽｰﾊﾟｰＡ 5,678

工藤文彰 小笠原由美子 小笠原　賢

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成23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２２回岩手県社会人ボウリング選手権大会 QT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年6月19日 第4位:スターＢ 5,652
戸塚孝徳 小野寺亮太 黒澤　誠

第5位:奥州Ａ 5,608
佐藤信也 高橋久美子 菊池英明

第6位:ｽｰﾊﾟｰＢ 5,533
栃内秀士 小林恒雄 岩泉　優

男子個人表彰 (６Ｇ)
第１位 佐々木和夫 1,434
第２位 高橋宗康 1,373
第３位 佐藤信也 1,353
第４位 沼田　聡 1,351
第５位 菊池英明 1,330
第６位 小笠原　賢 1,315

個人H/G 沼田　聡 279
菊池英明 279

個人H/S 菊池英明 771
女子個人表彰

第１位 久慈順子 1,291
第２位 大平洋子 1,281
第３位 及川弘代 1,260
第４位 吉田美都子 1,191
第５位 檜垣智美 1,177
第６位 小林みち子 1,177

個人H/G 大平洋子 255
個人H/S 久慈順子 628

　兼第３３回東北社会人ボウリング選手権大会県選考会 QT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年6月19日 男子 男子代表選手
42名 高橋宗康 佐藤信也 沼田　聡 小笠原　賢

女子 戸塚孝徳 丸山忠夫 小野寺亮太 佐々木博幸
15名 伊藤　誠 大平恵介 吉田勝弘 藤村他可夫

黒澤　誠 千葉　勇 三浦　啓 山田浩幸
 昆　勝博 柏原正勝 吉田拓未 菅原和郎

管野和郎
女子代表選手

久慈順子 小笠原由美子 鈴木ゆかり 菅原里江
兼平彩夏 高橋久美子

　兼第３１回東北シニア選手権大会選考会 QT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年6月19日 男子 男子代表選手
28名 佐々木和夫 高橋宗康 小林恒雄 丸山忠夫

女子 伊藤　誠 吉田勝弘 藤村他可夫 藤原孝至
8名 大平恵介 佐々木孝造 三浦　啓 山田浩幸

菊池　晃 川原重治郎 畑福孝康 菅原和郎
菅野和郎 滝沢和夫 下田栄彦 陳田康夫
菊池史和

女子代表選手
久慈順子 大平洋子 及川弘代 吉田美都子

小林みち子 吉田智子

　兼第２４回全国スポーツレクリエーション祭選考会 QT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年6月19日 男子 女子
50歳代 大平恵介 及川弘代
60歳代 小林恒雄 小林みち子

第２３回岩手県実業団ボウリング競技会 QT03-06 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年6月19日 24名 ３人チーム戦(２７G)
男子 第１位:JR東日本盛岡A 5,362

23名 中田純也 千田　晃 田中正二
女子 第２位:ベルプラス 5,223

1名 高橋文和 菊池雅彦 佐々木聡昭
第３位:岩手県予防医学協会Ｂ 5,093

金濱雄悦 齋藤健一 鈴木　等

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成23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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

第２３回岩手県実業団ボウリング競技会 QT03-06 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年6月19日 第４位:岩手県予防医学協会A 4,919
鈴木和彦 川端寿行 北舘潤一

第５位:NEC Ａ 4,916
小野寺誠之 高橋宗義 千葉清一

第６位:岩手県予防医学協会Ｃ 4,891
勝政　亮 北川鉄夫 一方井正宏

個人表彰 (６Ｇ)
第１位 高橋文和 1,249
第２位 中田純也 1,229
第３位 金濱雄悦 1,221
第４位 千田　晃 1,198
第５位 鈴木　等 1,152
第６位 鈴木和彦 1,147

個人H/G 千田　晃 265
個人H/S 千田　晃 677

第６３回岩手県民体育大会 QT03-07 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年7月2日・3日 128名 団体戦(36G)
男子 1位：盛岡市Ａ 7,703

106名 栃内秀士 檜垣智美 山崎　悟 中村栄治
女子 2位：花巻市Ａ 7,495

22名 陳田康夫 藤原孝至 大平恵介 伊藤　誠
3位：滝沢村Ａ 7,458

武田和宏 菊地明美 及川勝幸 沼田　聡
4位：奥州市Ａ 7,241

佐藤信也 菅原勝則 菊池英明 高橋宗康
5位：岩手町Ａ 7,233

丹内　忠 中村真一 助川公一 泡渕美幸
6位：矢巾町 7,189

高橋文和 佐々木敏彦 藤原隆孝 畠山　守
7位：盛岡市Ｃ 7,149

下田栄彦 鈴木　高 藤村他可夫 小林恒雄
8位：盛岡市Ｂ 7,132

黒澤　誠 千田　晃 大平洋子 川原重治郎

年齢別個人戦（男女混合）(９Ｇ)
２９才以下

第１位 佐藤信也 奥州市 2,063
第２位 菅原修明 一関市 1,938
第３位 千田　晃 盛岡市 1,769

３０才代
第１位 大久保　陽 奥州市 1,945
第１位 小原　誠 花巻市 1,827
第３位 中村真一 岩手町 1,804

４０才代
第１位 沼田　聡 滝沢村 1,938
第２位 菊地明美 滝沢村 1,871
第３位 谷藤　元 盛岡市 1,860

５０才以上
第１位 川原重治郎 盛岡市 1,940
第２位 伊藤　司 奥州市 1,923
第３位 佐々木和夫 盛岡市 1,914

第２７回岩手県３人チームボウリング選手権大会 QT03-08 盛岡スターレーン 平成23年8月7日 81名 ３人チーム戦(２７G)
(27チーム) 第1位:スターＡ 5,653

男子 小野寺亮太 久慈順子 佐々木和夫
62名 第2位:滝沢Ａ 5,559

女子 武田和宏 菊地明美 沼田　聡
19名 第3位:メイクＡ 5,547

小笠原由美子 菅原要子 小笠原　賢
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平成23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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

第２７回岩手県３人チームボウリング選手権大会 QT03-08 盛岡スターレーン 平成23年8月7日 第4位:スターＢ 5,418
吉田勝弘 藤村他可夫 川原重治郎

第5位:スーパーＡ 5,398
山崎　悟 檜垣智美 小林恒雄

第6位:スターＤ 5,354
藤原孝至 三浦　啓 丸山忠夫

個人H/G 伊藤　誠 255
個人H/S 小笠原　賢 686

　兼第３８回東北選手権大会第１次選考会 QT03-08 盛岡スターレーン 平成23年8月7日 男子49名 男子の部 (６Ｇ)
女子18名 第１位 伊藤　誠 1,259

第２位 佐々木和夫 1,234
第３位 及川勝幸 1,220
第４位 佐藤　馨 1,214
第５位 千葉　直 1,214
第６位 小笠原　賢 1,200

女子の部 (６Ｇ)
第１位 菅原里江 1,204
第２位 菊地明美 1,182
第３位 久慈順子 1,157
第４位 小笠原由美子 1,128
第５位 鈴木ゆかり 1,112
第６位 菅原要子 1,077

　兼第４４回全日本新人選手権大会選考会 QT03-08 盛岡スターレーン 平成23年8月7日 少年男子の部 平中　慧 菊池和吉
少年女子の部 菅原要子 猿川亜実
成年男子の部 吉田拓未 千葉光悦
成年女子の部 門間千尋

第２３回岩手県連会長杯争奪ボウリング競技会 QT03-09 盛岡スターレーン 平成23年9月11日 ６３名 ７Ｇ (ﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ)
男子 第１位 小野寺亮太 1,737(60)

44名 第２位 沼田　聡 1,682(50)
女子 第３位 佐藤信也 1,651(50)

19名 第４位 檜垣智美 1,626(30)
第５位 小笠原　賢 1,614(30)
第６位 佐々木和夫 1,597(40)

個人H/G 薄衣純一 287
個人H/S 小野寺亮太 749

　兼第３８回東北選手権大会第２次選考会 QT03-09 盛岡スターレーン 平成23年9月11日 男子　40名 男子の部 (１２Ｇ)
女子　18名 第１位 小笠原　賢 2,536

第２位 伊藤　誠 2,468
第３位 佐々木和夫 2,466
第４位 佐藤信也 2,443
第５位 沼田　聡 2,441
第６位 菊池史和 2,438

女子の部 (１２Ｇ)
第１位 小笠原由美子 2,318
第２位 菊地明美 2,289
第３位 菅原里江 2,265
第４位 檜垣智美 2,258
第５位 檜垣智美 2,240
第６位 鈴木ゆかり 2,233

男子代表選手
小笠原　賢 伊藤　誠 佐々木和夫 佐藤信也
沼田　聡 菊池史和 小野寺亮太 大平恵介

藤村他可夫 佐々木孝造 武田和宏 畑福孝康
女子代表選手
小笠原由美子 菊地明美 菅原里江 鈴木ゆかり

菅原要子 阿部暁美 高橋久美子 久慈順子
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平成23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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

　兼第２回東日本シニア競技大会選考会 QT03-09 盛岡スターレーン 平成23年9月11日 30名 男子シニア
菊池史和 菅原和郎

女子シニア
吉田智子

男子グランドシニア
佐々木孝造 丸山忠夫

第２６回岩手県支部対抗ボウリング競技会 QT03-10 キャニオンボウル 平成23年10月16日 35名 決勝ベーカー方式トーナメント
　兼第４０回全日本支部対抗選手権大会選考会 (7チーム) １回戦

男子 メイク 375－316 遠野
30名 盛岡ｽﾀｰ 390－364 盛岡ｽｰﾊﾟｰ

女子 ２回戦
　5名 奥州 323－329 メイク

滝沢 300－418 盛岡ｽﾀｰ
５-６位決定戦

遠野 309－363 盛岡ｽｰﾊﾟｰ
３-４位決定戦

滝沢 358－284 奥州
１-２位決定戦

盛岡ｽﾀｰ 383－344 メイク

１位:盛岡ｽﾀｰﾚｰﾝ
　千葉光悦・吉田勝弘・丸山忠夫・小野寺亮太・黒澤誠
２位：メイク
　大平洋子・谷藤元・菅原里江・上野信男・伊藤誠
３位：滝沢
　兼平彩夏・門間千尋・藤倉邦男・武田和宏・沼田聡
４位：奥州Ａ
　佐藤信也・沢村久・高橋久美子・藤原将臣・菊池英明
５位：盛岡ｽｰﾊﾟｰﾚｰﾝ
　小笠原由美子・柏原正勝・根田光朗・佐々木孝造・小笠原賢
６位：遠野
　菊池和吉・坂下亮祐・菊池進・滝沢和夫・菊池史和

個人H/G 佐藤信也 300
個人H/S 佐藤信也 698

ＩＢＣ杯第２９回岩手県２人チーム選手権大会 QT03-11 キャニオンボウル 平成23年11月20日 70名 １位:スターＡ 佐々木和夫 川原重治郎 3,763
(３５チーム) ２位:メイクＡ 菅原要子 小笠原由美子 3,753

３位:花巻Ａ 大平恵介 伊藤　誠 3,666
４位:スターＤ 吉田勝弘 大平洋子 3,652
５位:滝沢Ａ 武田和宏 沼田　聡 3,568
６位:メイクＣ 阿部暁美 吉田智子 3,565

個人H/G 武田和宏 278
個人H/S 阿部暁美 675

　兼JBC会長杯争奪第27回全日本年齢別選手権大会選考会 QT03-11 キャニオンボウル 平成23年11月20日 男子　51名 １０才代
女子　16名 第１位 菅原要子 1,211

第２位 猿川亜実 1,211
２０才代

第１位 佐藤信也 1,286
第２位 小野寺亮太 1,210

３０才代
第１位 細川直美 1,239
第２位 小笠原由美子 1,216

４０才代
第１位 菊地明美 1,238
第２位 檜垣智美 1,212
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平成23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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

　兼JBC会長杯争奪第27回全日本年齢別選手権大会選考会 QT03-11 キャニオンボウル 平成23年11月20日 ５０才代
第１位 吉田勝弘 1,213
第２位 菊池史和 1,190

６０才以上
第１位 佐々木和夫 1,261
第２位 川原重治郎 1,248

代表選手
１０才代 菅原要子
２０才代 兼平彩夏
３０才代 なし
４０才代 菅原里江
５０才代 伊藤　誠
６０才超 戸塚孝徳

第３８回岩手県ボウリング選手権大会 QT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成23年12月4日 82名 男子個人総合 (１２Ｇ)
男子 第１位 佐藤信也 2,520

62名 第２位 佐々木和夫 2,484
女子 第３位 武田和宏 2,483

20名 第４位 藤原孝至 2,461
第５位 沼田　聡 2,443
第６位 中村栄治 2,388

男子個人戦 (６Ｇ)
第１位 武田和宏 1,293
第２位 藤原孝至 1,277
第３位 山崎　悟 1,245
第４位 栃内秀士 1,221
第５位 佐々木和夫 1,220
第６位 薄衣純一 1,209

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 1,307
2位：滝沢A 武田和宏 沼田　聡 1,294
3位：花巻Ａ 大平恵介 伊藤　誠 1,284
4位：ｽﾀｰＣ 三浦　啓 小野寺亮太 1,223
5位：ｽｰﾊﾟｰＢ 千田　晃 中村栄治 1,194
6位：ｽﾀｰＢ 戸塚孝徳 黒澤　誠 1,181
男子個人H/G 小林恒雄 278
男子個人H/S 佐藤信也 695

女子個人総合 (１２Ｇ)
第１位 小笠原由美子 2,311
第２位 久慈順子 2,311
第３位 檜垣智美 2,311

女子個人戦 (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,156
第２位 久慈順子 1,146
第３位 兼平彩夏 1,138

女子2人チーム戦 (６Ｇ)
1位：ｽｰﾊﾟｰＡ 小笠原由美子 檜垣智美 1,169
2位：メイクＢ 菊地明美 菅原里江 1,107
3位：ｽｰﾊﾟｰＢ 小林みち子 小山田節子 1,072
女子個人H/G 菅原里江 232
女子個人H/S 菅原里江 627

第１４回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(前半) QT03-13 盛岡スターレーン 平成24年1月29日 67名 １０才代 (９Ｇ)
男子 第１位 平中　彗 1,728

48名 第２位 菅原要子 1,694
女子 第３位 猿川亜美 1,628

19名
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平成23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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

第１４回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(前半) QT03-13 盛岡スターレーン 平成24年1月29日 ２０才代
第１位 千田　晃 1,887
第２位 佐藤信也 1,858
第３位 菅原修明 1,676

３０才代
第１位 小笠原由美子 1,952
第２位 細川広章 1,689
第３位 細川直美 1,659

４０才代
第１位 柏原正勝 1,904
第２位 小笠原　賢 1,898
第３位 菊地明美 1,882

５０才代
第１位 大平洋子 1,869
第２位 大平惠介 1,840
第３位 佐藤　馨 1,785

６０才以上
第１位 久慈順子 1,823
第２位 佐々木和夫 1,791
第３位 小林恒雄 1,723

　兼第５０回全日本選手権大会第１次選考会 QT03-13 盛岡スターレーン 平成24年1月29日 61名 男子 (９Ｇ)
男子 第１位 柏原正勝 1,904

42名 第２位 小笠原　賢 1,898
女子 第３位 千田　晃 1,887

19名 第４位 佐藤信也 1,858
第５位 大平惠介 1,840
第６位 菊池英明 1,835

女子
第１位 小笠原由美子 1,817
第２位 菊地明美 1,747
第３位 大平洋子 1,734
第４位 久慈順子 1,688
第５位 鈴木ゆかり 1,671
第６位 菅原里江 1,664

　兼第３９回東北総合体育大会第１次選考会 QT03-13 盛岡スターレーン 平成24年1月29日 59名 成年男子 (９Ｇ)
男子 第１位 柏原正勝 1,904

43名 第２位 小笠原　賢 1,898
女子 第３位 千田　晃 1,887

16名 第４位 佐藤信也 1,858
第５位 大平惠介 1,840
第６位 菊池英明 1,835

成年女子 (９Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,817
第２位 菊地明美 1,747
第３位 大平洋子 1,734
第４位 久慈順子 1,688
第５位 鈴木ゆかり 1,671
第６位 菅原里江 1,664

第１４回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(後半) QT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成24年2月12日 62名 １０才代 (１８Ｇ)
男子 第１位 菅原要子 3,568

44名 第２位 平中　彗 3,372
女子 第３位 猿川亜実 3,322

18名 個人H/G 平中　彗 230
個人H/S 平中　彗 646
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平成23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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

第１４回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(後半) QT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成24年2月12日 ２０才代
第１位 佐藤信也 3,659
第２位 千田　晃 3,628
第３位 菅原修明 3,400

個人H/G 千田　晃 266
個人H/S 佐藤信也 677

３０才代
第１位 小笠原由美子 3,775
第２位 細川直美 3,394
第３位 細川広章 3,319

個人H/G 細川広章 264
個人H/S 小笠原由美子 642

４０才代
第１位 小笠原　賢 3,750
第２位 沼田　聡 3,658
第３位 菅原里江 3,657

個人H/G 柏原正勝
菊池英明

個人H/S 柏原正勝 680
５０才代

第１位 大平洋子 3,614
第２位 佐藤　馨 3,595
第３位 伊藤　誠 3,506

個人H/G 大平惠介 279
個人H/S 大平洋子 675

６０才以上
第１位 久慈順子 3,700
第２位 佐々木和夫 3,535
第３位 小林恒雄 3,368

個人H/G 久慈順子 258
個人H/S 久慈順子 625

　兼第５０回全日本選手権大会第２次選考会 QT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成24年2月12日 60名 男子 (１８Ｇ)
男子 第１位 小笠原　賢 3,750

43名 第２位 佐藤信也 3,659
女子 第３位 沼田　聡 3,658

17名 第４位 千田　晃 3,628
第５位 黒澤　誠 3,604
第６位 柏原正勝 3,567

女子
第１位 小笠原由美子 3,505
第２位 久慈順子 3,430
第３位 菅原里江 3,387
第４位 大平洋子 3,344
第５位 鈴木ゆかり 3,310
第６位 菅原要子 3,298

代表選手
なし

　兼第３９回東北総合体育大会第２次選考会 QT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成24年2月12日 62名 成年男子 (１８Ｇ)
男子 第１位 小笠原　賢 3,750

46名 第２位 佐藤信也 3,659
女子 第３位 沼田　聡 3,658

16名 第４位 千田　晃 3,628
第５位 黒澤　誠 3,604
第６位 佐藤　馨 3,595

279
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平成23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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

　兼第３９回東北総合体育大会第２次選考会 QT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成24年2月12日 成年女子 (１８Ｇ)
第１位 小笠原由美子 3,505
第２位 久慈順子 3,430
第３位 菅原里江 3,387
第４位 大平洋子 3,344
第５位 鈴木ゆかり 3,310
第６位 檜垣智美 3,292

成年男子代表選考強化指定選手
佐藤信也 沼田　聡 千田　晃 黒澤　誠
柏原正勝 佐々木博幸 佐々木和夫 菊池英明

成年女子代表選考強化指定選手
小笠原由美子 大平洋子 鈴木ゆかり 阿部暁美
高橋久美子 兼平彩夏

第２７回岩手県知事杯争奪ボウリング競技会 QT03-15 キャニオンボウル 平成24年3月4日 49名 決勝シュートアウト方式
男子 男子１回戦

33名 佐藤信也 232 菊池史和 220
女子 小林恒雄 195 高橋宗康 190

16名 男子２回戦
佐藤信也 201 小笠原　賢 198
佐々木和夫 194 小野寺亮太 182
男子決勝戦
丸山忠夫 212－190 佐藤信也

第１位 丸山忠夫
第２位 佐藤信也
第３位 小笠原　賢
第４位 佐々木和夫
第５位 小野寺亮太
第６位 菊池史和

男子個人H/G 丸山忠夫 278
男子個人H/S 小野寺亮太 734

女子１回戦
吉田美都子 232 猿川亜実 183
吉田智子 170 檜垣智美 131
女子２回戦
菅原要子 213 小笠原由美子 195
吉田美都子 189 菅原里江 170
女子決勝戦
久慈順子 157－212 菅原要子

第１位 菅原要子
第２位 久慈順子
第３位 小笠原由美子
第４位 吉田美都子
第５位 菅原里江
第６位 猿川亜実

女子個人H/G 小笠原由美子 269
女子個人H/S 小笠原由美子 680
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