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岩手県ボウリング連盟 



ＪＢＣ主催大会　選手派遣報告

大会概要・監督

ＮＨＫ杯争奪第５０回全日本選抜選手権大会
　平成２８年５月２０日～２２日
　会場：埼玉県　新狭山グランドボウル

　監督：登録なし

久慈　順子　　小笠原由美子
菅原　要子　　沖田　敬人

第２９回オールジャパンレディストーナメント
　平成２８年６月３日～５日
　会場：岐阜県　岐阜グランドボウル

　監督：久慈　順子

ヤングの部
菅原　要子

【入賞者】
第２位：菅原　要子

シニアの部
久慈　順子

【入賞者】
第２位：久慈　順子

第４９回全日本シニア選手権大会
　平成２８年６月２４日～２６日
　会場：愛知県　稲沢グランドボウル

　監督：下田　栄彦

男子シニアの部
田村　　満　　三浦　　啓
下田　栄彦

男子マスターズシニアの部
佐々木　孝造

女子ハイシニアの部
久慈　順子

文部科学大臣杯争奪第４０回全日本中学選手権大会
　平成２８年７月２５日～２７日
　会場：京都府　キョーイチボウル宇治

　監督：上野　吉朗

男子
千田　祐太
栗林　春稀
西川　恵輔

女子
會田　薫子
高藤　真帆

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第４０回全日本高校選手権大会
　平成２８年８月１日～３日
　会場：神奈川県　川崎グランドボウル

　監督：小林　みち子

男子
阿部　航希

女子
千葉　有夏
齊藤　菜々子

第７回全日本小学生競技大会
　平成２８年８月６日～７日
　会場：愛知県　稲沢グランドボウル

　監督：菊地　明美

６年生男子の部
菅原　奏

６年生女子の部
栗林　結衣　　菊地　愛華

【入賞】
６年生女子の部
第９位：栗林　結衣

日本スポーツマスターズ２０１６秋田大会
　平成２８年９月２３日～２６日
　会場：秋田県　ラウンドワンスタジアム秋田

　監督：上野　吉朗

男子
佐々木　博幸　　藤原　孝至
菊池　英明　　　田村　　満

女子
菅原　里江　　高橋　久美子
吉田　智子　　久慈　順子

第７１回国民体育大会ボウリング競技
　（希望郷いわて国体）
　平成２８年１０月５日～１０日
　会場：岩手県　ビッグハウス・スーパーレーン

　監督　成年男子：吉田　拓未
　　　　成年女子：小林　恒雄
　　　　少年男子：平中　薫
　　　　少年女子：小林　みち子

成年男子
佐藤　信也　　　宇部　　健
小野寺　亮太　　沖田　敬人
少年男子
阿部　航希　　　栗林　春稀

【入賞者】
少年男子個人戦第５位：
　阿部　航希

成年女子
菅原　要子　　小笠原由美子
菊地　明美　　鈴木　ゆかり
少年女子
千葉　有夏　　齊藤　菜々子

【入賞者】
成年女子個人戦第７位：
　菅原　要子

内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯争奪
第４５回全国都道府県対抗選手権大会
　平成２８年１１月３日～６日
　会場：愛媛県　キスケボウル

　監督：根田　光朗

第１４回アジアシニア選手権大会
　平成２８年１１月２３日～２９日
　会場：韓国　ソウル
　　　　イーストソウルボウリングセンター

　監督：なし

女子グランドシニアの部
久慈　順子

【入賞者】
ダブルス戦　　　銀メダル
４人チーム戦　　金メダル
オールエベンツ　銅メダル
マスターズ戦　　金メダル

第４５回全日本クラブ対抗選手権大会
　平成２９年１月２０日～２２日
　会場：福島県　ボウルアピア郡山

　監督：吉田　拓未

盛岡スターレーンクラブ
佐々木　和夫　　吉田　拓未
藤原　孝至　　　谷藤　　元
久慈　順子

奥州クラブ
高橋　久美子　　佐々木　奨
大久保　陽　　　木村　　聡
佐藤　信也

代表選手

小笠原由美子　　根田　光朗
兼平　彩夏　　　阿部　航希



ＪＢＣ主催大会　選手派遣報告

大会概要・監督 代表選手

ＪＢＣ会長杯争奪第３２回全日本年齢別選手権大会
　平成２８年２月１０日～１２日
　会場：静岡県　ボウルアピア静岡

　監督：下田　栄彦

５０歳代の部　　下田　栄彦
６０歳以上の部　久慈　順子

文部科学大臣杯争奪第５５回全日本選手権大会
　平成２９年３月１７日～２０日
　会場：愛知県　稲沢グランドボウル

　監督：根田　光朗

男子
小野寺　亮太　田村　　満
平中　　彗　　根田　光朗
吉田　拓未　　佐藤　信也

女子
菅原　要子　　小笠原由美子
鈴木　ゆかり　菊地　明美
吉田　智子　　高橋　久美子

ＪＢＣ主催大会（東日本）　選手派遣報告

大会概要・監督

第５３回東日本選手権大会
　平成２８年７月１日～３日
　会場：富山県　富山地鉄ゴールデンボウル

　監督：小林　恒雄

男子
小野寺　亮太　　佐藤　信也
谷藤　　元　　　田村　　満
阿部　航希　　　栗林　春稀
小森　和耶　　　三浦　　啓

女子
菅原　要子　　小笠原由美子
鈴木　ゆかり　菊地　明美

第７回東日本シニア競技大会
　平成２８年１１月１８日～２０日
　会場：神奈川県　川崎グランドボウル

　監督：山崎　善之

男子シニアの部
田村　満　　山崎　善之
吉田　勝弘
男子グランドシニアの部
佐々木　孝造

参加者無し

代表選手



東北地区連合主催大会　選手派遣報告

大会概要・監督

第２１回東北実業団競技大会
　平成２８年４月９日～１０日
　会場：宮城県　ボウルグルーバーズ

　監督：鈴木　和彦

第３６回東北選抜選手権大会
　平成２８年４月２３日～２４日
　会場：岩手県　ビッグハウス・スーパーレーン

　監督：木村　　聡

男子
佐藤　信也　　　沖田　敬人
平中　　彗　　　藤原　孝至
吉田　拓未　　　千田　祐太
佐々木　和夫　　西川　恵輔
阿部　航希　　　谷藤　　元
木村　　聡　　　小笠原　賢
芳野　　悟　　　山田　浩幸
三浦　　啓　　　多田　　隆

女子
菅原　要子　　鈴木　ゆかり
菅原　里江　　小笠原由美子
千葉　有夏　　久慈　順子
猿川　亜実　　栗林　結衣

【入賞者】
男子第４位：沖田　敬人
男子第６位：佐藤　信也
女子第３位：菅原　里江
女子第４位：菅原　要子
女子ハイゲーム：鈴木　ゆかり　265
女子ハイシリーズ：菅原　要子　693

日本スポーツマスターズ２０１６東北ブロック大会
　平成２８年５月２８日～２９日
　会場：宮城県　カツマボウル

　監督：上野　吉朗

男子
佐々木　博幸　　藤原　孝至
菊池　英明　　　田村　　満

【入賞者】
２人チーム戦第３位：岩手A
　（佐々木・藤原）
４人チーム戦第２位：岩手
　（佐々木・藤原・菊池・田村）

女子
菅原　里江　　　高橋　久美子
吉田　智子　　　久慈　順子

【入賞者】
４人チーム戦第３位：岩手
　（菅原・高橋・吉田・久慈）
個人総合第３位：菅原　里江

第１５回東北中学高校選手権大会
　平成２８年６月１８日～１９日
　会場：青森県　三沢ボウル

　監督：平中　薫、小林　みち子

中学生男子
千田　祐太　　栗林　春稀
西川　恵輔　　砂子田　秋実
會田　薫子　　高藤　真帆
中村　達也　　八重樫　響

【入賞者】
中学生
第２位：西川　恵輔
第４位：千田　祐太

高校生男子
阿部　航希

高校生女子
千葉　有夏

【入賞者】
高校生男子
第２位：阿部　航希
高校生女子
第２位：千葉　有夏

第４３回東北総合体育大会　ボウリング競技
　平成２８年７月８日～１０日
　会場：青森県　三沢ボウル

　監督　成年男子：吉田　拓未
　　　　成年女子：小林　恒雄
　　　　少年男子：平中　薫
　　　　少年女子：小林　みち子

成年男子
佐藤　信也　　　谷藤　　元
小野寺　亮太　　沖田　敬人
少年男子
阿部　航希　　　栗林　春稀

【入賞】
少年男子
団体戦第３位：岩手（阿部・栗林）

成年女子
菅原　要子　　小笠原由美子
菊地　明美　　鈴木　ゆかり
少年女子
千葉　有夏　　齊藤　菜々子

【入賞】
成年女子
個人戦第３位：菅原　要子
２人戦第１位：岩手A（菅原・小笠原）
２人戦第２位：岩手B（菊地・鈴木）

第３８回東北社会人選手権大会
　平成２８年８月２７日～２８日
　会場：山形県　山形ファミリーボウル

　監督：木村　　聡

男子
佐藤　信也　　　木村　　聡
藤原　孝至　　　谷藤　　元
小野寺　亮太　　工藤　文彰
小笠原　賢　　　佐藤　　馨
三浦　　啓　　　佐々木　博幸
伊藤　　誠　　　佐々木　和夫
小森　和耶　　　高橋　輝和
吉田　勝弘　　　菅野　和郎
畑福　孝康　　　田村　　満
昆　　勝博　　　大久保　陽
沖田　敬人　　　吉田　拓未
山崎　善之　　　佐々木　奨

女子
小笠原由美子　　菊地　明美
久慈　順子　　　菅原　要子
鈴木　ゆかり　　菅原　里江
兼平　彩夏　　　高橋　久美子
阿部　暁美

【入賞者】
男子選手権者：佐藤　信也
女子選手権者：小笠原　由美子
混合３人チーム戦
第１位：岩手F（佐藤・佐々木・木村）
第６位：岩手B（佐々木・菊地・藤原）
ハイゲーム賞：藤原　孝至　305
ハイシリーズ賞：谷藤　元　802

第４３回東北実業団選手権
　平成２８年９月１０日～１１日
　会場：福島県　ボウルアピア郡山

　監督：鈴木　和彦

岩手県予防医学協会
鈴木　和彦　金濱　雄悦　齋藤　健一
勝政　　亮　阿部　康子　北川　鉄夫

ＮＥＣネットワークプロダクツ
高橋　宗義　小野寺　誠之　千葉　清一

【入賞者】
個人ハイシリーズ賞：小野寺　誠之　746

ＪＲ東日本盛岡
千田　　晃　中田　純也　五嶋　瑞穂

黒澤建設
陳田　康夫　黒澤　　誠

代表選手

岩手県予防医学協会
北館　潤一　　鎌田　　渉　　北川　鉄夫　　勝政　　亮

ＮＥＣネットワークプロダクツ
岩渕　洋人　　鈴木　義典　　千葉　清一　　小野寺　誠之



東北地区連合主催大会　選手派遣報告

大会概要・監督 代表選手

第３６回東北シニア選手権大会
　平成２８年１０月２９日～３０日
　会場：宮城県　ボウルグルーバーズ

　監督：菅野　和郎

男子
佐々木　和夫　　芳野　　悟
薄衣　純一　　　伊藤　　誠
川原　重治郎　　小山田　政恭
藤原　孝至　　　陳田　康夫
丸山　忠夫　　　吉田　勝弘
佐藤　　馨　　　坂本　　貢
高橋　輝和　　　山田　浩幸
岩泉　　優　　　山崎　善之
菅野　和郎　　　北川　鉄夫
佐々木　孝造　　畑福　孝康

女子
久慈　順子　　　菅原　里江
高橋　久美子　　及川　弘代
吉田　美都子　　吉田　智子

【入賞】
選手権者決定戦第２位：久慈　順子
個人戦第２位：久慈　順子

第４３回東北選手権大会
　平成２８年１１月１２日～１３日
　会場：秋田県　ラウンドワンスタジアム秋田

　監督：木村　　聡

男子
阿部　航希　　　木村　　聡
谷藤　　元　　　小笠原　賢
吉田　拓未　　　小野寺　亮太
芳野　　悟　　　佐々木　和夫
藤原　孝至　　　吉田　勝弘
昆　　勝博　　　平中　　薫

【入賞】
マスターズ戦第１位：阿部　航希
２人チーム戦第３位　岩手C
　（阿部・平中）
４人チーム戦第４位　岩手B
　（阿部・平中・木村・小笠原）

女子
久慈　順子　　　鈴木　ゆかり
菅原　要子　　　小笠原由美子
阿部　暁美　　　菅原　里江
菊地　明美　　　高橋　久美子

【入賞】
マスターズ戦第３位：小笠原由美子
２人チーム戦第２位：岩手C
　（菅原・久慈）
２人チーム戦第３位：岩手B
　（菊地・鈴木）



平成２７年度県連主催大会　成績一覧表　1／3

第6回岩手県ボウリング連盟理事長杯争奪選手権大会
　兼オールジャパンレディストーナメント選考会
　　全日本シニア選手権大会選考会
　　東日本選手権大会選考会
　　日本スポーツマスターズ選考会
（公認番号：VT０３－０１）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年４月３日

第１位：佐々木　和夫　　1,974
第２位：久慈　順子　　　1,917
第３位：藤原　孝至　　　1,881
第４位：千葉　有夏　　　1,875
第５位：小笠原由美子　　1,865
第６位：菅原　要子　　　1,855
　 H/G：千葉　有夏　　　274
　 H/S：小笠原由美子　　679

第6回岩手県小学生競技会
　　全日本小学生競技大会選考会
（公認番号：VT０３－１３）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年４月１０日

男子4年生以下の部　　　　　　　　女子4年生以下の部
　　　　　　　　　　　　　　　　 第１位：藤村　優那　　269
参加者無し
　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H/G：藤村　優那　　73

男子5年生以上の部　　　　　　　　女子5年生以上の部
第１位：菅原　　奏　　　845　　　 第１位：大平　未空　　857
　　　　　　　　　　　　　　　　　第２位：栗林　結衣　　856
　　　 　　　　　　　　　　　　　 第３位：菊地　愛華　　827
　 H/G：菅原　　奏　　　146　　　　　H/G：栗林　結衣　　183

東北総合体育大会成年種別最終選考会
（公認番号：VT０３－１６）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年４月１０日

※　別紙①参照

第27回岩手県社会人選手権大会
　兼東北社会人選手権選考会
（公認番号：VT０３－０２）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年５月１５日

◎団体戦
第１位：奥州C　　　　　　　5,852　（佐藤・佐々木・木村）
第２位：盛岡スターA　　　　5,826　（佐々木・藤原・小野寺）
第３位：盛岡スターC　　　　5,633　（谷藤・小森・昆）
第４位：盛岡スターB　　　　5,602　（吉田拓・吉田勝・久慈）
第５位：盛岡スーパーA　　　5,588　（工藤・小笠原由・小笠原賢）
第６位：花巻A　　　　　　　5,466　（山崎・菅原・伊藤）

◎個人表彰
男子第１位：木村　　聡　　1,408　　　女子第１位：久慈　順子　　1,410
男子第２位：佐々木　和夫　1,401　　　女子第２位：阿部　暁美　　1,308
男子第３位：工藤　文彰　　1,336　　　女子第３位：坂井　里衣　　1,293
男子第４位：谷藤　　元　　1,323　　　女子第４位：菅原　里江　　1,278
男子第５位：藤原　孝至　　1,320　　　女子第５位：菅原　要子　　1,272
男子第６位：佐々木　奨　　1,318　　　女子第６位：小笠原由美子　1,222
　 男子H/G：田村　　満　270　　　　　　 女子H/G：坂井　里衣　　245
 　男子H/S：沖田　敬人　712　　　　　　 女子H/S：久慈　順子　　634

◎団体戦
第１位：黒澤建設　　　　　　　5,345　（澤田・陳田・黒澤）
第２位：NECﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ　　　5,329　（小野寺・高橋・千葉）
第３位：岩手県予防医学協会A　 4,959　（鈴木・金濱・齋藤）

◎個人表彰
第１位：高橋　宗義　1,278
第２位：澤田　義紀　1,261
第３位：千田　　晃　1,208
第４位：黒澤　　誠　1,203
第５位：千葉　清一　1,158
第６位：陳田　康夫　1,140
　　H/G：高橋　宗義　269
　　H/S：高橋　宗義　702

中学生男子の部　　　　　　　　　　中学生女子の部
第１位：千田　祐太　　1,939　　　 第１位：會田　薫子　　1,414
第２位：栗林　春稀　　1,605　　　 第２位：高藤　真帆　　1,254
第３位：西川　恵輔　　1,543　　 　第３位：砂子田　秋実　1,216
　 H/G：千田　祐太　　289　　　　　　H/G：高藤　真帆　　192
　 H/S：千田　祐太　　702　　　　　　H/S：會田　薫子　　484

高校生男子の部　　　　　　　　　　高校生女子の部
第１位：阿部　航希　　1,722　　　 第１位：千葉　有夏　　1,719
　　　　　　　　　　　　　 　　　 第２位：佐々木　紅葉　1,259
　 H/G：阿部　航希　　245　　　　　　H/G：千葉　有夏　　224
　 H/S：阿部　航希　　616　　　　　　H/S：千葉　有夏　　602

第28回岩手県実業団競技会
（公認番号：VT０３－１４）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年５月１５日

第18回岩手県中学生高校生競技会
　兼東北総合体育大会少年選考会
　　東北中学生高校生選手権選考会
　　全日本中学選手権大会選考会
　　全日本高校選手権大会選考会
（公認番号：VT０３－１２）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年４月１０日
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第34回岩手県2人チーム選手権大会
（公認番号：VT０３－０４）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年６月１２日

第１位：岩手女子B　　　　3,747　（菊地・鈴木）
第２位：岩手男子A　　　　3,721　（佐藤・宇部）
第３位：盛岡スターB　　　3,715　（三浦・久慈）
第４位：岩手女子A　　　　3,686　（小笠原・菅原）
第５位：岩手男子C　　　　3,571　（小森・谷藤）
第６位：岩手男子B　　　　3,548　（沖田・小野寺）
個人H/G：平中　　彗　　263
個人H/S：鈴木　ゆかり　720

◎団体戦
第１位：奥州市A　　7,622　（菅原・佐々木・大久保・木村）
第２位：盛岡市A　　7,557　（吉田・平中・根田・小笠原）
第３位：雫石町 　　7,212　（町場・吉田・根澤・久慈）
第４位：一関市A　　7,021　（菅原修・上野・菅原里・伊藤）
第５位：盛岡市C　　6,996　（黒澤・高橋・大和田・中村）
第６位：岩手町 　　6,954　（丹内・中村・助川・山口）
第７位：滝沢市A　　6,918　（兼平・関・田中・武田）
第８位：北上市A　　6,916　（小國・藤原・和田・伊藤）

◎個人戦
☆２９歳以下の部　　　　　　　　　　☆３０歳代の部
第１位：吉田　拓未　　1,895　　　　　第１位：町場　忠之　1,776
第２位：上家　大也　　1,783　　　　　第２位：大久保　陽　1,717
第３位：兼平　彩夏　　1,770　　　　　第３位：藤原　雅典　1,599
☆４０歳代の部　　　　　　　　　　　☆５０歳代の部
第１位：佐々木　博幸　1,853　　　　　第１位：菅原　勝則　1,865
第２位：阿部　暁美　　1,836　　　　　第２位：木村　　聡　1,856
第３位：平中　　薫　　1,752　　　　　第３位：工藤　善定　1,843
☆６０歳以上の部
第１位：久慈　順子　1,978
第２位：伊藤　　誠　1,849
第３位：佐藤　　実　1,845

岩手県ボウリング連盟主催記録会
　兼全国都道府県対抗選手権選考会
　　全日本新人選手権選考会
　　東北選手権第一次選考会
　　東日本シニア選手権選考会
　　東北シニア選手権選考会
（公認番号：VT０３－１８）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２８年８月７日

男子第１位：佐々木　和夫　2,036　　　　女子第１位：菅原　要子　　1,916
男子第２位：小野寺　亮太　1,941　　　　女子第２位：小笠原由美子　1,904
男子第３位：藤原　孝至　　1,894　　　　女子第３位：久慈　順子　　1,898
　 男子H/G：吉田　拓未　　289　　　　　　 女子H/G：久慈　順子　　259
 　男子H/S：吉田　拓未　　740　　　　　　 女子H/S：小笠原由美子　700

第26回岩手県ボウリング連盟会長杯争奪選手権大会
　兼東北選手権第二次選考会
（公認番号：VT０３－０５）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年９月４日

第１位：小笠原由美子　1,649(勝点60)
第２位：阿部　航希　　1,588(50)
第３位：佐々木　和夫　1,555(50)
第４位：久慈　順子　　1,517(40)
第５位：千葉　有夏　　1,491(40)
第６位：菊池　英明　　1,398(50)
 　H/G：吉田　智子　　263
 　H/S：小笠原由美子　710

第30回岩手県4人チーム選手権大会
（公認番号：VT０３－０６）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年１０月２日

第１位：岩手成年女子　　　6,984　（菅原・菊地・鈴木・小笠原）
第２位：岩手成年男子　　　6,792　（佐藤・沖田・小野寺・宇部）
第３位：メイク　　　　　　6,629　（小森・木村・小笠原・根田）
第４位：花巻　　　　　　　6,619　（山崎・畑福・菅原・伊藤）
第５位：盛岡スターC　 　　6,605　（吉田・三浦・丸山・久慈）
第６位：盛岡スターA 　　　6,394　（佐々木・吉田・昆・藤原）
個人H/G：宇部　　健　　242
個人H/S：宇部　　健　　638

岩手日報杯第32回岩手県3人チーム選手権大会
　兼全日本クラブ対抗選手権選考会
（公認番号：VT０３－０７）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年１１月２０日

第１位：盛岡スーパーA　　5,851　（工藤・小笠原由・小笠原賢）
第２位：盛岡スターA　　　5,746　（佐々木・藤原・久慈）
第３位：滝沢A　　　　　　5,700　（武田・菊地・田中）
第４位：盛岡スーパーC　　5,688　（岩泉・菅原・根田）
第５位：奥州A　　　　　　5,675　（佐藤・佐々木・木村）
第６位：盛岡スーパーB　　5,466　（阿部・千田・沖田）
個人H/G：菅原　要子　　272
個人H/S：大久保　陽　　737

◎個人総合
男子第１位：菊池　史和　　2,645　　女子第１位：坂井　里衣　　2,434
男子第２位：平中　　彗　　2,555　　女子第２位：菅原　要子　　2,372
男子第３位：藤原　孝至　　2,534　　女子第３位：小笠原由美子　2,370
男子第４位：佐藤　信也　　2,513
男子第５位：根田　光朗　　2,477
男子第６位：小野寺　亮太　2,469
　 男子H/G：菊池　史和　278　　　 女子H/G：菅原　要子　　254
　 男子H/S：菊池　史和　743　　　 女子H/S：小笠原由美子　646

第43回岩手県選手権大会
（公認番号：VT０３－０８）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２８年１２月１１日

第68回岩手県民体育大会ボウリング競技
（公認番号：VT０３－１５）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年７月２日・３日
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◎個人戦
男子第１位：菊池　史和　　1,378　　女子第１位：小笠原由美子　1,206
男子第２位：佐藤　信也　　1,323　　女子第２位：坂井　里衣　　1,194
男子第３位：木村　　聡　　1,321　　女子第３位：菅原　要子　　1,177
男子第４位：根田　光朗　　1,301
男子第５位：小野寺　亮太　1,300
男子第６位：平中　　彗　　1,294

◎２人チーム戦
男子第１位：スーパーF　　1,271　　女子第１位：滝沢　　　　1,249
　　　　　（平中彗・平中薫）　　　　　　　　　（兼平・菊地）
男子第２位：北上B　　　　1,260　　女子第２位：スター　　　1,193
　　　　　（菊地・伊藤）　　　　　　　　　　　（坂井・久慈）
男子第３位：スターA　　　1,193　　女子第３位：スーパーA 　1,147
　　　　　（谷藤・藤原）　　　　　　　　　　　（菅原・小笠原）
男子第４位：スターB　　　1,184
　　　　　（吉田・昆）
男子第５位：奥州B　　　　1,178
　　　　　（千田・佐藤）
男子第６位：紫波A　　　　1,174
　　　　　（沢内・山田）

第19回岩手県年齢別選手権大会（前半）
（公認番号：VT０３－０９）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年１月１５日

☆１９歳以下の部　　　　　　　　  ☆２０歳代の部
第１位：千田　祐太　　1,894　　　　第１位：菅原　要子　　1,977
第２位：齊藤　菜々子　1,527　　　　第２位：小野寺　亮太　1,882
　　　　　　　　　　　　　　　　　 第３位：吉田　拓未　　1,865
☆３０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆４０歳代の部
第１位：佐藤　信也　　1,753　　　　第１位：昆　　勝博　　1,805
第２位：富谷　伸行　　1,438　　　　第２位：小笠原由美子　1,783
　　　　　　　　　　　　　　　　　 第３位：根田　光朗　　1,756
☆５０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆６０歳以上の部
第１位：芳野　　悟　　1,903　　　　第１位：久慈　順子　　1,908
第２位：佐藤　　馨　　1,845　　　　第２位：栃内　秀士　　1,806
第３位：菊地　明美　　1,835　　　　第３位：田中　正二　　1,787

第19回岩手県年齢別選手権大会（後半）
　兼全日本選手権選考会
（公認番号：VT０３－１０）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年２月５日

☆１９歳以下の部　　　　　　　 　 ☆２０歳代の部
第１位：千田　祐太　　3,981　　　　第１位：菅原　要子　　3,868
　　　　　　　　　　　　　　　　　 第２位：小野寺　亮太　3,764
　　　　　　　　　　　　　　　　　 第３位：吉田　拓未　　3,595
 　H/G：千田　祐太　255　　　 　　　 H/G：吉田　拓未　　278
　 H/S：千田　祐太　653　　　 　　　 H/S：吉田　拓未　　715
☆３０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆４０歳代の部
第１位：佐藤　信也　　3,554　　　　第１位：小笠原由美子　3,547
第２位：富谷　伸行　　3,022　　　　第２位：根田　光朗　　3,498
　　　　　　　　　　　　　　　　　 第３位：阿部　暁美　　3,465
　 H/G：佐藤　信也　254　　　 　　　 H/G：根田　光朗　　251
　 H/S：佐藤　信也　676　　　 　　　 H/S：根田　光朗　　656
☆５０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆６０歳以上の部
第１位：菊地　明美　　3,650　　　　第１位：久慈　順子　　3,862
第２位：芳野　　悟　　3,552　　　　第２位：田中　正二　　3,475
第３位：田村　　満　　3,491　　　　第３位：佐々木　和夫　3,416
　 H/G：芳野　　悟　267　　　　　 　　 H/G：久慈　順子　237
 　H/S：芳野　　悟　694　　　　　 　　 H/S：久慈　順子　670

第31回岩手県知事杯争奪選手権大会
（公認番号：VT０３－１１）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年３月５日

男子第１位：佐々木　和夫　　　　女子第１位：久慈　順子
男子第２位：千田　祐太　　　　　女子第２位：菅原　要子
男子第３位：藤原　孝至　　　　　女子第３位：高橋　久美子
男子第４位：伊藤　　誠　　　　　女子第４位：小笠原由美子
男子第５位：木村　　聡　　　　　女子第５位：菊地　明美
男子第６位：高橋　輝和　　　　　女子第６位：菅原　里江
　 男子H/G：千田　祐太　238　　　 女子H/G：小笠原由美子　264
　　　　　　富谷　伸行　238
 　男子H/S：菊池　英明　628　　　 女子H/S：菅原　要子　　645

第43回岩手県選手権大会
（公認番号：VT０３－０８）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２８年１２月１１日


