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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２９年５月１９日～２１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　　菊池　史和

第２９回オールジャパンレディストーナメント
　平成２９年６月２日～４日
　会場：京都府　しょうざんボウル

　監督：久慈　順子

ヤングの部
菅原　要子

シニアの部
久慈　順子

第４９回全日本シニア選手権大会
　平成２９年６月２３日～２５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　　下田　栄彦

文部科学大臣杯争奪第４０回全日本中学選手権大会
　平成２９年７月２４日～２６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
菅原　奏

女子
會田　薫子
栗林　結衣
砂子田　秋実

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２９年７月３１日～８月２日
　会場：神奈川県　川崎グランドボウル

　監督：根田　光朗

男子
阿部　航希
栗林　春稀
西川　恵輔

第７回全日本小学生競技大会
　平成２９年８月５日～６日
　会場：愛知県　稲沢グランドボウル

　監督：平中　薫

第７２回国民体育大会ボウリング競技
　（愛顔つなぐえひめ国体）
　平成２９年９月２９日～１０月５日
　会場：愛媛県　キスケボウル

　監督　成年男子：上野　吉朗
　　　　成年女子：小林　恒雄
　　　　少年男子：根田　光朗

成年男子
佐藤　信也　　　吉田　拓未
菊池　史和　　　木村　　聡
少年男子
阿部　航希　　　千田　祐太

成年女子
菅原　要子　　小笠原由美子
菅原　里江　　鈴木　ゆかり

第５０回全日本新人選手権大会
　平成２９年１１月３日～５日
　会場：北海道　綜合レジャーサンコーボウル

　監督：小森　和耶

成年男子
小森　和耶

少年男子
栗林　春稀

内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯争奪
第４６回全国都道府県対抗選手権大会
　平成２９年１１月９日～１２日
　会場：福井県　スポーツプラザWAVE40

　監督：小野寺　亮太

ＪＢＣ会長杯争奪第３３回全日本年齢別選手権大会
　平成３０年２月１０日～１２日
　会場：大阪府　イーグルボウル

　監督：田村　満

２０歳代の部　　菅原　要子
５０歳代の部　　田村　　満

代表選手

小学４年生の部
男子　平中　昊

菅原　要子　　　　小野寺　亮太
小笠原　由美子　　田村　　満
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ＪＢＣ主催大会　選手派遣報告

大会概要・監督 代表選手

文部科学大臣杯争奪第５６回全日本選手権大会
　平成３０年３月２２日～２５日
　会場：愛知県　稲沢グランドボウル

　監督：根田　光朗

男子
阿部　航希　　　平中　　彗
小野寺　亮太　　吉田　拓未
西川　恵輔　　　小森　和耶

吉田　勝弘　　　田村　　満
下田　栄彦　　　三浦　　啓
根田　光朗　　　木村　　聡

女子
菅原　要子　　小笠原由美子
鈴木　ゆかり　菊地　明美
阿部　暁美　　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５４回東日本選手権大会
　平成２９年６月３０日～７月２日
　会場：福島県　ボウルアピア郡山

　監督：木村　聡

男子
小笠原　賢　　　木村　　聡
小野寺　亮太　　大久保　陽
佐々木　和夫　　藤原　孝至
平中　　彗　　　谷藤　元

女子
菅原　要子　　小笠原由美子
鈴木　ゆかり　菊地　明美

【入賞】
女子２人戦第３位　岩手B
　　（菊地・鈴木）
女子２人戦第５位　岩手A
　　（菅原・小笠原）
女子４人戦第５位　岩手
（菅原・菊地・鈴木・小笠原）
女子選手権者決定戦第５位
　　　菅原　要子

第８回東日本シニア競技大会
　平成２９年１０月２０日～２２日
　会場：石川県　ジャンボボール

　監督：田村　　満

男子シニアの部
田村　　満　　下田　栄彦
吉田　勝弘

代表選手

2



東北地区連合主催大会　選手派遣報告

大会概要・監督

第３７回東北選抜選手権大会
　平成２９年４月２２日～２３日
　会場：宮城県　タイトーボウル　グルーバーズ

　監督：木村　　聡

男子
阿部　航希　　　佐藤　信也
木村　　聡　　　谷藤　　元
平中　　彗　　　小笠原　賢
千田　祐太　　　藤原　孝至
平中　　薫　　　田村　　満
佐々木　和夫　　西川　恵輔
菊池　史和　　　佐々木　博幸
栗林　春稀

女子
菅原　要子　　　小笠原　由美子
鈴木　ゆかり　　兼平　彩夏
菅原　里江　　　久慈　順子
菊地　明美　　　高橋　久美子
栗林　結衣

【入賞者】
男子第４位：阿部　航希
女子第２位：小笠原由美子
男子ハイゲーム　：阿部　航希　300
男子ハイシリーズ：阿部　航希　820
女子ハイシリーズ：菅原　要子　690

日本スポーツマスターズ２０１７東北ブロック大会
　平成２９年５月１３日～１４日
　会場：山形県　山形ファミリーボウル

　監督：上野　吉朗

男子
柏原　正勝　　　昆　　勝博
下田　栄彦　　　山崎　善之

女子

参加なし

第２２回東北実業団競技大会
　平成２９年５月２７日～２８日
　会場：宮城県　ボウルグルーバーズ

　監督：鈴木　和彦

第１６回東北中学高校選手権大会
　平成２９年６月１７日～１８日
　会場：秋田県　ラウンドワンスタジアム秋田店

　中学監督：小林　みち子
　高校監督：根田　光朗

中学生男子
會田　薫子　　　千田　祐太
栗林　結衣　　　菅原　奏
砂子田　秋実　　中村　達也
八重樫　響

【入賞者】
中学生
第１位：會田　薫子
第２位：千田　祐太
第４位：栗林　結衣
第６位：菅原　奏
ハイゲーム　：千田　祐太　234
ハイシリーズ：千田　祐太　618

高校生男子
阿部　航希　　　栗林　春稀
西川　恵輔

【入賞者】
高校生男子
第６位：阿部　航希
ハイゲーム　：西川　恵輔　267

第４４回東北総合体育大会　ボウリング競技
　平成２９年７月７日～９日
　会場：秋田県　ラウンドワンスタジアム秋田店

　監督　成年男子：上野　吉朗
　　　　成年女子：小林　恒雄
　　　　少年男子：根田　光朗
　　　　少年女子：小林　みち子

成年男子
吉田　拓未　　　菊池　史和
木村　　聡　　　佐藤　信也
少年男子
阿部　航希　　　千田　祐太

【入賞】
成年男子
個人戦第２位：木村　聡
個人戦第３位：菊池　史和
少年男子
個人戦第１位：千田　祐太
団体戦第２位：岩手（阿部・千田）

成年女子
菅原　要子　　　小笠原由美子
菅原　里江　　　鈴木　ゆかり
少年女子
會田　薫子　　　高藤　真帆

【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）
４人戦第２位：岩手
　（菅原要・菅原里・鈴木・小笠原）

第３９回東北社会人選手権大会
　平成２９年８月１９日～２０日
　会場：岩手県　盛岡スターレーン

　監督：山田　浩幸

男子
大平　恵介　　　佐藤　信也
佐々木　和夫　　平中　　彗
木村　　聡　　　小笠原　賢
畑福　孝康　　　小野寺　亮太
佐藤　　馨　　　大久保　陽
薄衣　純一　　　高橋　輝和
佐々木　奨　　　三浦　　啓
吉田　勝弘　　　田村　　満
吉田　拓未　　　丸山　忠夫
田中　正二　　　藤原　孝至
小森　和耶　　　平中　　薫
山田　浩幸　　　菊池　一也
村上　　渡　　　柏原　正勝

女子
菅原　要子　　　小笠原　由美子
阿部　暁美　　　菊地　明美
鈴木　ゆかり　　小山田　真弓
高橋　久美子

【入賞者】
男子総合第４位：佐藤　信也
男子総合第５位：小野寺　亮太
女子総合第２位：菅原　要子
女子総合第５位：小笠原　由美子
混合３人チーム戦
第２位：岩手A
　　（菅原・小笠原由・小笠原賢）
第３位：岩手D
　　（佐藤信・佐藤馨・木村）
第６位：岩手I
　　（薄衣・大平・畑福）
ハイシリーズ賞：小笠原由美子　699

代表選手・入賞者

岩手県実業団OBクラブ
小野寺　誠之　　高橋　宗義　　千葉　清一

岩手県予防医学協会
鈴木　和彦　　　金濱　雄悦　　齋藤　健一
北館　潤一　　　勝政　　亮　　北川　鉄夫　　鎌田　渉
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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・入賞者

第３７回東北シニア選手権大会
　平成２９年９月２日～３日
　会場：山形県　空港ターミナルボウル

　監督：山田　浩幸

男子
佐々木　和夫　　田村　　満
陳田　康夫　　　菊池　史和
吉田　勝弘　　　柏原　正勝
大平　恵介　　　熊谷　哲郎
山田　浩幸　　　川原　重治郎
高橋　輝和　　　山崎　善之
佐藤　　馨　　　菊池　　晃
藤原　孝至　　　畑福　孝康
薄衣　純一　　　高橋　宗康
菅野　和郎　　　坂本　　貢
黒澤　　誠

女子
阿部　暁美　　　高橋　久美子
吉田　智子　　　小山田　真弓

第４４回東北実業団選手権
　平成２９年１０月７日～８日
　会場：青森県　三沢ボウル

　監督：根田　光朗

第４４回東北選手権大会
　平成２９年１０月２８日～２９日
　会場：福島県　ボウルアピア郡山

　監督：小野寺　亮太

男子
佐藤　信也　　　菊池　英明
吉田　拓未　　　佐々木　和夫
小野寺　亮太　　佐々木　奨
吉田　勝弘　　　根田　光朗
大久保　陽　　　平中　　彗
三浦　　啓　　　沢内　　功

【入賞】
２人チーム戦第５位　岩手B
　（吉田・小野寺）
４人チーム戦第６位　岩手B
　（佐々木・沢内・菊池・吉田）

女子
小笠原　由美子　　菅原　要子
會田　薫子　　　　阿部　暁美
高橋　久美子　　　菊地　明美
鈴木　ゆかり　　　栗林　結衣

【入賞】
マスターズ戦第５位：小笠原由美子
マスターズ戦第６位：菅原　要子
２人チーム戦第１位：岩手A
　（菅原・小笠原）
４人チーム戦第２位：岩手A
　（菅原・菊地・鈴木・小笠原）
個人ハイゲーム：小笠原由美子　258
　　　　　　　　菊地　明美　　258
個人ハイシリーズ：小笠原由美子　651

岩手県予防医学協会
川端　寿行　　北川　鉄夫　　齋藤　健一
金濱　雄悦　　勝政　　亮　　飯塚　　隆　　北館　潤一

黒澤建設
黒澤　　誠　　陳田　康夫

盛岡赤十字病院
根田　光朗
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　　　　平成29年度県連主催大会成績一覧表

第7回岩手県ボウリング連盟理事長杯争奪選手権大会
（公認番号：ＶＴ０３－０１）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年４月２日

第１位：小笠原由美子　　2,299
第２位：小笠原　賢　　　2,107
第３位：木村　　聡　　　2,092
第４位：久慈　順子　　　2,046
第５位：小野寺　亮太　　2,034
第６位：佐々木　和夫　　2,009
　 H/G：菅原　要子　　　300
　 H/S：菅原　要子　　　803

第19回岩手県中学生高校生競技会
（公認番号：ＶＴ０３－１２）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年４月１６日

中学生男子の部　　　　　　　　　　中学生女子の部
第１位：千田　祐太　　1,695　　　 第１位：會田　薫子　　1,604
第２位：菅原　　奏　　1,383　　　 第２位：栗林　結衣　　1,514
第３位：中村　達也　　1,382　　 　第３位：砂子田　秋実　1,376
第４位：八重樫　響　　1,261　　　 第４位：高藤　真帆　　1,226
　 H/G：千田　祐太　　214　　　　　　H/G：栗林　結衣　　205
　 H/S：千田　祐太　　585　　　　　　H/S：會田　薫子　　557

高校生男子の部　　　　　　　　　　高校生女子の部
第１位：阿部　航希　　1,590
第２位：西川　恵輔　　1,474　　　　参加者無し
第３位：栗林　春稀　　1,437
　 H/G：阿部　航希　　205
　 H/S：阿部　航希　　577

第7回岩手県小学生競技会
（公認番号：ＶＴ０３－１３）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年４月１６日

男子4年生以下の部　　　　　　　　女子4年生以下の部
第１位：平中　　昊　　270
　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者無し
　 H/G：平中　　昊　　83

男子5年生以上の部　　　　　　　　女子5年生以上の部

参加者無し　　　　　　　　　　　 参加者無し

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：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年５月１４日

※　別紙①参照

第28回岩手県社会人選手権大会
（公認番号：ＶＴ０３－０２）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年６月１８日

◎団体戦
第１位：盛岡スーパーA　　　5,204　（菅原・小笠原由・小笠原賢）
第２位：奥州A　　　　　　　5,201　（大久保・鈴木・小野寺）
第３位：盛岡スターA　　　　5,194　（佐々木・藤原・谷藤）
第４位：盛岡スターC　　　　5,144　（高橋・川原・丸山）
第５位：盛岡スターB　　　　5,060　（吉田拓・吉田勝・芳野）
第６位：奥州B　　　　　　　5,013　（佐藤信・佐藤馨・木村）

◎個人表彰
男子第１位：佐々木　和夫　1,204　　　女子第１位：小笠原由美子　1,246
男子第２位：藤原　孝至　　1,184　　　女子第２位：鈴木　ゆかり　1,221
男子第３位：小野寺　亮太　1,176　　　女子第３位：高橋　久美子　1,160
男子第４位：丸山　忠夫　　1,174　　　女子第４位：阿部　暁美　　1,153
男子第５位：大平　恵介　　1,170　　　女子第５位：吉田　智子　　1,134
男子第６位：菊池　史和　　1,160　　　女子第６位：菅原　要子　　1,132
　 男子H/G：芳野　　悟　　238　　　　　 女子H/G：鈴木　ゆかり　233
 　男子H/S：小野寺　亮太　617　　　　　 女子H/S：小笠原由美子　588

◎団体戦
第１位：岩手県予防医学協会A　 4,767　（鈴木・金濱・齋藤）
第２位：JR東日本盛岡支社　　　4,409　（中田・五嶋・千田）
第３位：岩手県予防医学協会A　 4,262　（川端・北館・北川）

◎個人表彰
第１位：陳田　康夫　1,226
第２位：鈴木　和彦　1,148
第３位：黒澤　　誠　1,096
第４位：千田　　晃　1,066
第５位：高橋　宗義　1,044
第６位：中田　純也　1,012
　　H/G：鈴木　和彦　235
　　H/S：陳田　康夫　597

第29回岩手県実業団競技会
（公認番号：ＶＴ０３－１４）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年６月１８日
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　　　　平成29年度県連主催大会成績一覧表

◎団体戦
第１位：奥州市B　　7,362　（千田・佐藤・千葉・佐々木）
第２位：一関市A　　7,290　（熊谷・小山田・束稲・佐々木）
第３位：奥州市C　　7,253　（及川・伊藤・小林・遠藤）
第４位：花巻市A　　7,211　（佐藤・大平・山崎・柏原）
第５位：盛岡市B　　7,155　（下田・吉田・平中・根田）
第６位：奥州市A　　7,140　（佐々木・佐藤・高橋・菊池）
第７位：釜石市A　　7,095　（阿部・坂本・番田・久保）
第８位：滝沢市A　　7,055　（田中・八重樫・兼平・武田）

◎個人戦
☆２９歳以下の部　　　　　　　　　　☆３０歳代の部
第１位：吉田　拓未　　1,807　　　　　第１位：佐藤　信也　1,844
第２位：小森　和耶　　1,677　　　　　第２位：菊池　一也　1,739
第３位：兼平　彩夏　　1,595　　　　　第３位：村上　　渡　1,723
☆４０歳代の部　　　　　　　　　　　☆５０歳代の部
第１位：戸羽　康之　　1,761　　　　　第１位：佐藤　　馨　2,007
第２位：八重樫　新　　1,754　　　　　第２位：三浦　　啓　1,934
第３位：中村　真一　　1,649　　　　　第３位：田村　　満　1,898
☆６０歳以上の部
第１位：吉田　勝弘　　1,921
第２位：田中　正二　　1,850
第３位：大平　恵介　　1,797

第29回岩手県ボウリング連盟会長杯争奪選手権大会
（公認番号：ＶＴ０３－０５）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年８月６日

第１位：小笠原由美子　1,503(勝点30)
第２位：千田　祐太　　1,499(60)
第３位：吉田　拓未　　1,482(30)
第４位：會田　薫子　　1,475(30)
第５位：大平　恵介　　1,462(40)
第６位：菅原　要子　　1,441(40)
 　H/G：小笠原由美子　262
 　H/S：三浦　　啓　　644

第35回岩手県2人チーム選手権大会
（公認番号：ＶＴ０３－０４）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年９月１０日

第１位：岩手少年A　　　　3,692　（阿部・千田）
第２位：岩手女子A　　　　3,604　（小笠原・菅原）
第３位：岩手男子A　　　　3,593　（吉田・佐藤）
第４位：岩手男子B　　　　3,582　（菊池・木村）
第５位：盛岡スターA　　　3,538　（佐々木・藤原）
第６位：盛岡スターC　　　3,535　（吉田・芳野）
個人H/G：小笠原　賢　　269
個人H/S：小笠原　賢　　702

第33回岩手県3人チーム選手権大会
（公認番号：ＶＴ０３－０７）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年１０月１５日

第１位：盛岡スターA　　　5,438　（佐々木・昆・芳野）
第２位：盛岡スーパーA　　5,157　（平中・菅原・小笠原）
第３位：奥州B　　　　　　5,000　（佐藤・佐々木・大久保）
第４位：盛岡スターC　　　4,937　（黒澤・吉田・丸山）
第５位：メイク 　　　　　4,897　（根田・沢内・木村）
第６位：花巻A　　　　　　4,852　（山崎・菅原・伊藤）
個人H/G：木村　　聡　　272
個人H/S：木村　　聡　　673

第31回岩手県4人チーム選手権大会
（公認番号：ＶＴ０３－０６）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年１１月１９日

第１位：盛岡スーパー　　　7,275　（菅原・小森・平中・小笠原）
第２位：盛岡スターB 　　　7,149　（黒澤・吉田勝・丸山・吉田拓）
第３位：花巻　　　　　　　6,947　（山崎・菅原・大平・伊藤）
第４位：盛岡スターA 　　　6,946　（佐々木・藤原・昆・芳野）
第５位：奥州C　　　　 　　6,917　（千葉・佐々木・佐藤・千田）
第６位：奥州A　　　 　　　6,841　（大久保・木村・小野寺・鈴木）
個人H/G：小笠原由美子 　　273
個人H/S：小笠原由美子　 　705

第69回岩手県民体育大会ボウリング競技
（公認番号：ＶＴ０３－１５）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２９年７月１日・２日
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　　　　平成29年度県連主催大会成績一覧表

◎個人総合
男子第１位：小笠原　賢　　2,405　　女子第１位：小笠原由美子　2,365
男子第２位：菊池　史和　　2,393　　女子第２位：菅原　里江　　2,202
男子第３位：佐藤　信也　　2,348　　女子第３位：鈴木　ゆかり　2,201
男子第４位：芳野　　悟　　2,342
男子第５位：根田　光朗　　2,309
男子第６位：佐々木　和夫　2,306
　 男子H/G：菊池　史和　　258　　  女子H/G：小笠原由美子　226
　 男子H/S：菊池　史和　　706　　　女子H/S：鈴木　ゆかり　596

◎個人戦
男子第１位：菊池　史和　　1,291　　女子第１位：小笠原由美子　1,149
男子第２位：根田　光朗　　1,226　　女子第２位：鈴木　ゆかり　1,132
男子第３位：芳野　　悟　　1,201　　女子第３位：菅原　里江　　1,095
男子第４位：伊藤　　誠　　1,195
男子第５位：栗林　春稀　　1,187
男子第６位：佐々木　和夫　1,175

◎２人チーム戦
男子第１位：奥州A　　　　1,185　　女子第１位：スーパーA　　1,066
　　　　　（佐藤・佐々木）　　　　　　　　　　（菅原・小笠原）
男子第２位：スーパーB　　1,176　　女子第２位：奥州　 　　　1,056
　　　　　（柏原・平中）　　　　　　　　　　　（高橋・鈴木）
男子第３位：奥州B　　　　1,171　　女子第３位：スーパーB  　1,005
　　　　　（大久保・小野寺）　　　　　　　　　（猿川・三上）
男子第４位：奥州C　　　　1,163
　　　　　（佐々木・石橋）
男子第５位：スーパーA　　1,134
　　　　　（阿部・小笠原）
男子第６位：滝沢 　　　　1,122
　　　　　（田中・武田）

第20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３０年１月１４日

☆１９歳以下の部　　　　　　　　  ☆２０歳代の部
第１位：阿部　航希　　1,816　　　　第１位：小野寺　亮太　1,778
第２位：栗林　春稀　　1,754　　　　第２位：吉田　拓未　　1,719
第３位：菅原　　奏　　1,661 　　　 第３位：小森　和耶　　1,695
☆３０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆４０歳代の部
第１位：佐藤　信也　　1,714　　　　第１位：小笠原由美子　1,805
第２位：村上　　渡　　1,473　　　　第２位：佐藤　修一　　1,593
　　　　　　　　　　　　　　　　　 第３位：昆　　勝博　　1,590
☆５０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆６０歳以上の部
第１位：芳野　　悟　　1,803　　　　第１位：佐々木　和夫　1,881
第２位：高橋　宗義　　1,771　　　　第２位：吉田　勝弘　　1,836
第３位：菅原　里江　　1,758　　　　第３位：田中　正二　　1,721

第20回岩手県年齢別選手権大会（後半）
（公認番号：ＶＴ０３－１０）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成３０年２月４日

☆１９歳以下の部　　　　　　　 　 ☆２０歳代の部
第１位：阿部　航希　　3,640　　　　第１位：小野寺　亮太　　3,549
第２位：平中　　彗　　3,517　　　　第２位：吉田　拓未　　　3,420
第３位：菅原　　奏　　3,336 　　　 第３位：小森　和耶　　　3,378
 　H/G：阿部　航希　　277　　　 　　　H/G：小野寺　亮太　　255
　 H/S：阿部　航希　　682　　　 　　　H/S：小野寺　亮太　　665
☆３０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆４０歳代の部
第１位：佐藤　信也　　3,553　　　　第１位：小笠原由美子　　3,700
第２位：村上　　渡　　3,195　　　　第２位：昆　　勝博　　　3,325
　　　　　　　　　　　　　　　　　 第３位：佐藤　修一　　　3,115
　 H/G：佐藤　信也　　265　　　 　　　H/G：小笠原由美子　　300
　 H/S：佐藤　信也　　645　　　 　　　H/S：小笠原由美子　　686
☆５０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆６０歳以上の部
第１位：高橋　宗義　　3,642　　　　第１位：佐々木　和夫　　3,876
第２位：菅原　里江　　3,561　　　　第２位：吉田　勝弘　　　3,616
第３位：阿部　暁美　　3,528　　　　第３位：畑福　孝康　　　3,442
　 H/G：佐藤　　馨　　279　　　　 　　H/G：田中　正二　　　256
 　H/S：木村　　聡　　664　　　　 　　H/S：佐々木　和夫　　677

第33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３０年３月４日

男子第１位：昆　　勝博　　　　　女子第１位：鈴木　ゆかり
男子第２位：阿部　航希　　　　　女子第２位：菅原　要子
男子第３位：佐々木　和夫　　　　女子第３位：小笠原由美子
男子第４位：栗林　春稀　　　　　女子第４位：菅原　里江
男子第５位：木村　　聡　　　　　女子第５位：高橋　久美子
男子第６位：吉田　拓未　　　　　女子第６位：砂子田　秋実
　 男子H/G：阿部　航希　300　　　　女子H/G：小笠原由美子　257
 　男子H/S：阿部　航希　743　　　　女子H/S：菅原　要子　　653

第44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２９年１２月１０日
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開催日：平成29年5月14日（日）
会　場：盛岡スターレーン
参加数：成年男子11名、成年女子8名
　　　　少年男子 5名、少年女子2名

○成年男子
順位 氏名 所属 点数（18G）

第1位 佐　藤　信　也 佐藤りんご園 3,716

第2位 吉　田　拓　未 盛岡市役所 3,561

第3位 芳　野　　　悟 JA岩手電算センター 3,397

第4位 木　村　　　聡 M・K・G 3,392

第5位 菊　池　史　和 岩手県立遠野高校 3,365

第6位 谷　藤　　　元 岩手日報アド・ブランチ 3,360

第7位 平　中　　　彗 岩手県立大学2年 3,289

第8位 小　森　和　耶 王子コンテナー 3,272

第9位 菊　池　英　明 奥州電創エンジニア 3,199

第10位 黒　澤　　　誠 黒澤建設 3,134

第11位 田　村　　　満 気仙沼市役所 3,105

○成年女子
順位 氏名 所属 点数（18G）

第1位 小笠原　由美子 ムラタ 3,565

第2位 菅　原　要　子 岩手県ボウリング連盟 3,535

第3位 菅　原　里　江 菅原学習塾 3,311

第4位 鈴　木　ゆかり 奥州市体育協会 3,233

第5位 兼　平　彩　夏 滝沢市役所 3,214

第6位 菊　地　明　美 フォーユー牧野林 3,200

第7位 阿　部　暁　美 平庄 3,098

第8位 高　橋　久美子 奥州市 2,901

○少年男子
順位 氏名 所属 点数（18G）

第1位 千　田　祐　太 奥州市立胆沢中学校3年 3,570

第2位 阿　部　航　希 県立紫波総合高校3年 3,212

第3位 栗　林　春　稀 県立盛岡商業高校1年 3,072

第4位 西　川　恵　輔 盛岡市立高校1年 3,003

第5位 中　村　達　也 盛岡市立大宮中学校3年 2,890

○少年女子
順位 氏名 所属 点数（18G）

第1位 高　藤　真　帆 滝沢市立滝沢南中学校3年 2,464

第2位 會　田　薫　子 盛岡市立下橋中学校3年 1,604

第44回東北総合体育大会ボウリング競技
岩手県代表選手選考会
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