
競技会名

男子
菊池史和

女子
小笠原由美子

ヤングの部
栗林結衣

シニア男子
下田栄彦
田村満

男子
菅原奏

女子
砂子田秋実
栗林結衣

男子
栗林春稀
西川恵輔

女子
會田薫子
高藤真帆

一般男子 一般女子
阿部航希 兼平彩夏
佐藤信也
谷藤　元 シニア女子

小山田真弓

平成30年度　全日本ボウリング協会　主催大会報告　　※派遣大会のみ記載

派遣選手・成績

NHK杯第52回全日本選抜ボウリング選手権大会
平成30年5月18日～20日
会場：新狭山グランドボウル

監督：なし

第51回全日本シニアボウリング選手権大会
平成30年6月22日～24日
会場：稲沢グランドボウル

監督：下田栄彦

文部科学大臣杯争奪第42回全日本中学ボウリング選手権大会
平成30年7月23日～25日
会場：キョーイチボウル宇治

監督：小林みち子

JOCジュニアオリンピックカップ
第42回全日本高校ボウリング選手権大会
平成30年7月30日～8月1日
会場：川崎グランドボウル

監督：根田光朗

ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2018 全国大会
平成30年9月22日
会場：ラウンドワン堺中央環状店

監督：なし

第31回オールジャパンレディストーナメント
平成30年6月1日～3日
会場：ボウルアピア郡山

監督：栗林明
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競技会名

平成30年度　全日本ボウリング協会　主催大会報告　　※派遣大会のみ記載

派遣選手・成績

成年男子
阿部航希 佐藤信也
平中　彗 吉田拓未

成年女子
小笠原由美子 鈴木ゆかり

三上彩奈 菊地明美
少年男子

千田祐太 栗林春稀

【入賞】
成年男子2人チーム戦
第4位　岩手県A（阿部・佐藤）

シニア男子 シニア女子
山崎善之 高橋久美子

佐々木博幸
下田栄彦 グランドシニア男子
田村満 吉田勝弘

菊池史和
藤原孝至

阿部航希
菅原　奏

盛岡支部盛岡スターレーンクラブ
吉田勝弘 一条竜矢
久慈順子 高橋輝和
菅原奏

10歳代の部
會田薫子 栗林結衣

20歳代の部
佐々木奨

男子
阿部航希 菅原奏

小野寺亮太 根田光朗
千田祐太 吉田勝弘

女子
小笠原由美子 久慈順子
高橋久美子
砂子田秋実

【入賞】
男子HG 300  千田祐太

文部科学大臣杯争奪第57回全日本ボウリング選手権大会
平成31年3月21日～24日
会場：稲沢グランドボウル

監督：根田光朗

JBC会長杯争奪第34回全日本年齢別ボウリング選手権大会
平成31年2月9日～11日
会場：川崎グランドボウル

監督：上野吉朗

第47回全日本クラブ対抗ボウリング選手権大会
平成31年1月18日～20日
会場：しょうざんボウル

監督：吉田勝弘

全日本ナショナルメンバー選考記録会
平成31年1月11日～13日
会場：稲沢グランドボウル

監督：なし

第73回国民体育大会ボウリング競技（福井しあわせ元気国体）
平成30年10月1日～6日
会場：スポーツプラザWAVE40

監督　成年男子：小野寺亮太
　　　　成年女子：小林恒雄
　　　　少年男子：根田光朗

第9回東日本シニアボウリング選手権大会
平成30年10月20日～21日
会場：山形ファミリーボウル

監督：山崎善之
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競技会名

男子
佐藤信也 阿部航希 吉田拓未 木村聡
菅原奏 西川恵輔 菊池史和 吉田勝弘

佐々木和夫 畑福孝康 大平恵介 沢内功
薄衣純一

女子
菅原要子 鈴木ゆかり 小笠原由美子 會田薫子
菊地明美 栗林結衣 高橋久美子

【入賞】
女子個人ハイシリーズ賞　菅原要子　712点

男子
藤原孝至 菊池史和 昆勝博 吉田勝弘

女子
吉田智子 高橋久美子 阿部暁美 菅原里江

【入賞】
男子個人総合　第1位　藤原孝至
男子2人チーム戦　第1位　岩手A（菊池・藤原）
女子4人チーム戦第2位　岩手（吉田・高橋・阿部・菅原）

岩手県実業団OBクラブ
千葉清一 高橋宗義 小野寺誠之

岩手県予防医学協会
齋藤健一 金濱雄悦 勝政亮

中学生
菅原奏 栗林結衣 砂子田秋実 八重樫響

一条竜矢
高校女子

會田薫子 高藤真帆
高校男子

千田祐太 栗林春稀 西川恵輔

【入賞】
中学生　第2位　菅原奏 第6位　栗林結衣
高校男子　第2位　千田祐太

成年男子
阿部航希 佐藤信也 平中　彗 吉田拓未

成年女子
小笠原由美子 鈴木ゆかり 三上彩奈 菊地明美

少年男子
千田祐太 栗林春稀

少年女子
砂子田秋実 高藤真帆

【入賞】
成年男子　4人チーム戦第1位　岩手（阿部・佐藤・平中・吉田）
成年女子　2人チーム戦第2位　岩手A（鈴木・小笠原）
成年女子　4人チーム戦第3位　岩手（鈴木・三上・菊地・小笠原）
少年男子　個人戦第1位　千田祐太
少年男子　団体戦第3位　岩手（千田・栗林）

男子
木村聡 藤原孝至 坂本貢 田村満

小山田政恭 菊池史和 陳田康夫 柏原正勝
佐藤馨 山田浩幸 畑福孝康 佐々木和夫

吉田勝弘 川原重治郎 菊池進 菅野和郎
多田隆 高橋輝和 黒澤誠 菊池晃

女子
吉田智子 阿部暁美 小山田真弓 高橋久美子

小笠原由美子 鈴木ゆかり 小笠原賢 阿部航希
平中彗 吉田拓未 佐藤信也 兼平彩夏
木村聡 菅原要子 小森和耶 谷藤元
佐藤馨 千田亮成 田村満 佐々木和夫

高橋輝和 藤原孝至 沢内功 三上彩奈
昆勝博 佐々木奨 高橋久美子 佐々木博幸

吉田勝弘 菊地明美 三浦啓 多田隆
菅野和郎 山田浩幸

【入賞】
男子選手権者決定戦　第6位　谷藤元
女子選手権者決定戦　第2位　小笠原由美子、第4位　菅原要子
混合3人チーム戦　第3位　岩手D（菅原・小森・谷藤）
混合3人チーム戦　第5位　岩手A（小笠原・鈴木・小笠原）
混合3人チーム戦　第6位　岩手B（阿部・平中・吉田）

平成30年度　東北地区ボウリング連合　主催大会報告

派遣選手・成績

第３８回東北選抜ボウリング選手権大会
平成30年4月14日（土）・15日（日）
会場：ボウルアピア郡山

監督：鈴木ゆかり

第23回東北実業団ボウリング競技大会
平成30年5月26日（土）・27日（日）
会場：ボウルグルーバーズ

監督：高橋宗義

日本スポーツマスターズ２０１８　東北ブロック大会
平成30年5月12日（土）・13日（日）
会場：三沢ボウル

監督：上野吉朗

第17回東北中学生・高校生ボウリング選手権大会
平成30年6月16日（土）・17日（日）
会場：ボウルグルーバーズ

監督：上野吉朗

第38回東北シニアボウリング選手権大会
平成30年8月25日（土）・26日（日）
会場：弘前ファミリーボウル

監督：山田浩幸

第45回東北総合体育大会ボウリング競技
平成30年7月6日（金）～8日（日）
会場：ボウルグルーバーズ

監督　　成年男子：小野寺亮太
　　　　　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

第40回東北社会人ボウリング選手権大会
平成30年9月8日（土）・9日（日）
会場：ラウンドワンスタジアム秋田店

監督：山田浩幸
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競技会名

平成30年度　東北地区ボウリング連合　主催大会報告

派遣選手・成績

黒澤建設
澤田義紀 黒澤誠 陳田康夫

岩手県実業団OBクラブ
千葉清一 高橋宗義
鈴木等 北川鉄夫 根田光朗

岩手県予防医学協会
鈴木和彦 金濱雄悦 齋藤健一 飯塚隆
勝政亮 川端寿行 鎌田渉

男子
阿部航希 平中彗 小笠原賢 木村聡

佐々木博幸 佐々木奨 佐々木和夫 藤原孝至
谷藤元 村上渡 山崎善之 田村満

女子
菅原要子 菊地明美 鈴木ゆかり 小笠原由美子
兼平彩夏 砂子田秋実 阿部暁美 高橋久美子

【入賞】
女子選手権者決定戦　第6位　菅原要子
男子個人ハイゲーム賞　谷藤元　300点、個人ハイシリーズ賞　谷藤元　802点
男子2人チーム戦　第5位　岩手A（阿部・平中）
女子2人チーム戦　第3位　岩手A（菅原・小笠原）
男子4人チーム戦　第3位　岩手A（阿部・平中・小笠原・木村）
男子4人チーム戦　第5位　岩手C（佐々木・佐々木・佐々木・藤原）
女子4人チーム戦　第3位　岩手A（菅原・菊地・鈴木・小笠原）

第45回東北ボウリング選手権大会
平成30年11月17日（土）・18日（日）
会場：山形ファミリーボウル

監督：根田光朗

第45回東北実業団ボウリング選手権大会
平成30年10月13日（土）・14日（日）
会場：盛岡スターレーン

監督：高橋宗義

4



　

部門・順位 選手・チーム・クラブ名 チームメンバー 点数
第1位 佐藤信也 2,118
第2位 小笠原由美子 2,040
第3位 鈴木ゆかり 2,039
第4位 佐々木和夫 2,019
第5位 吉田拓未 2,012
第6位 菅原要子 1,983

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 菅原要子 284
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 吉田拓未 763

男子4年以下（4G）
第1位 千田大樹 486

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 千田大樹 129
男子5年以上（6G）

第1位 金城珠連 687
ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 金城珠連 148

女子4年以下（4G）
第1位 菅原湊 486
第2位 金城夏鈴 331

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 菅原湊 149
女子5年以上（6G）

第1位 相澤茉季 560
ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 相澤茉季 106

中学男子
第1位 菅原奏 1,527
第2位 八重樫響 1,398
第3位 一条竜矢 1,276

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 菅原奏 191
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 菅原奏 550

高校男子
第1位 千田祐太 1,637
第2位 西川恵輔 1,564
第3位 栗林春稀 1,557

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 千田祐太 235
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 千田祐太 597

中学女子
第1位 栗林結衣 1,514
第2位 砂子田秋実 1,376

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 栗林結衣 194
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 栗林結衣 515

高校女子
第1位 會田薫子 1,710
第2位 高藤真帆 1,406

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 會田薫子 226
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 會田薫子 585

第45回東北総合体育大会　成年選考会
公認番号：XT 03-04
開催月日：平成30年4月22日
会場：盛岡スターレーン
開催月日：平成30年5月13日
会場：ラウンドワンスタジアム盛岡店

第45回東北総合体育大会　少年選考会
公認番号：XT 03-05
開催月日：平成30年5月13日
会場：ラウンドワンスタジアム盛岡店

団体戦
第1位 予防医学協会A 鈴木・金濱・齋藤 5,267
第2位 メイク 一方井・鈴木・根田 5,110
第3位 OBクラブ 小野寺・高橋・千葉 4,852

個人戦
第1位 鈴木和彦 1,316
第2位 根田光朗 1,168
第3位 陳田康夫 1,151
第4位 千葉清一 1,147
第5位 一方井正宏 1,106
第6位 高橋宗義 1,096

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 根田光朗 275
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 根田光朗 661

団体戦
第1位 ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝB 小笠原・三上・小笠原 5,771
第2位 盛岡スターB 昆・吉田・芳野 5,578
第3位 ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝA 阿部・平中・谷藤 5,347
第4位 奥州B 佐藤・兼平・木村 5,344
第5位 盛岡スターA 佐々木・高橋・藤原 5,303
第6位 遠野 菊池・菊池・菊池 5,147

別紙参照

第30回岩手県実業団ボウリング競技会
公認番号：XT 03-06
参加人数：5チーム14名
開催月日：平成30年6月17日
会場：盛岡スターレーン

平成30年度　岩手県ボウリング連盟　県連主催大会報告

第8回岩手県小学生ボウリング競技会
公認番号：XT 03-02
参加人数：5名
開催月日：平成30年4月8日
会場：盛岡スターレーン

第8回岩手県ボウリング連盟理事長杯争奪ボウリング選手権大会
公認番号：XT 03-01
参加人数：50名
開催月日：平成30年4月1日
会場：盛岡スターレーン

成績

第20回岩手県中学生・高校生ボウリング競技会
公認番号：XT 03-03
参加人数：中学生5名，高校生9名
開催月日：平成30年4月8日
会場：盛岡スターレーン

競技会名

第29回岩手県社会人ボウリング選手権大会
公認番号：XT 03-07
参加人数：21チーム63名
開催月日：平成30年6月17日
会場：盛岡スターレーン
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部門・順位 選手・チーム・クラブ名 チームメンバー 点数

平成30年度　岩手県ボウリング連盟　県連主催大会報告

成績
競技会名

男子個人
第1位 吉田勝弘 1,315
第2位 小笠原賢 1,285
第3位 菊池史和 1,280
第4位 佐々木和夫 1,253
第5位 田村満 1,244
第6位 佐々木奨 1,241

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 佐々木奨 266
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 菊池史和 691

女子個人
第1位 小笠原由美子 1,364
第2位 阿部暁美 1,309
第3位 菅原要子 1,277
第4位 三上彩奈 1,187
第5位 鈴木ゆかり 1,135
第6位 兼平彩夏 1,133

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞
小笠原由美子

兼平彩夏
235

ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 小笠原由美子 689
個人少年

第1位 千田祐太 1,725
第2位 菅原奏 1,619
第3位 砂子田秋実 1,588

個人29歳以下
第1位 吉田拓未 1,915
第2位 阿部航希 1,830
第3位 小野寺亮太 1,758

個人30歳代
第1位 佐藤信也 1,742
第2位 菊池一也 1,579
第3位 村上渡 1,530

個人40歳代
第1位 小笠原由美子 1,894
第2位 丹内忠 1,672
第3位 八重樫新 1,631

個人50歳代
第1位 芳野悟 1,946
第2位 鈴木ゆかり 1,941
第3位 菊池英明 1,886

個人60歳以上
第1位 佐々木健三 1,841
第2位 陳田康夫 1,770
第3位 束稲正子 1,754

団体戦
第1位 奥州市D 鈴木・大久保・佐藤・木村 7,181
第2位 岩手町 丹内・中村・助川・山口 6,942
第3位 盛岡市A 三上・谷藤・小笠原・小笠原 6,920
第3位 滝沢市A 菊地・武田・八重樫・田中 6,920
第5位 一関市A 熊谷・小山田・束稲・佐々木 6,882
第6位 奥州市B 及川・伊藤・小林・遠藤 6,753
第7位 奥州市A 千田・佐藤・千葉・佐々木 6,738
第8位 奥州市E 高橋・佐々木・菅原・菊池 6,695
第1位 阿部航希 スコア1,574，勝点50 1,624
第2位 小笠原由美子 スコア1,530，勝点60 1,590
第3位 千田祐太 スコア1,449，勝点30 1,479
第4位 木村聡 スコア1,429，勝点40 1,469
第5位 小笠原賢 スコア1,428，勝点40 1,468
第6位 佐藤信也 スコア1,415，勝点40 1,455

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 谷藤元 279
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 佐藤信也 745

第1位 盛岡スターA 佐々木・藤原・吉田・芳野 8,029
第2位 ラウンドワンA 阿部・平中・小笠原・小笠原 7,547
第3位 盛岡スターC 栗林・一条・會田・菅原 7,350
第4位 盛岡スターB 黒澤・高橋・栗林・吉田 7,218
第5位 ラウンドワンB 下田・千葉・栃内・加藤 7,068
第6位 一関 細川・細川・高橋・田村 6,864

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 吉田勝弘 269
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 吉田勝弘 755

男子個人総合
第1位 阿部航希 2,570
第2位 小笠原賢 2,388
第3位 根田光朗 2,358
第4位 吉田拓未 2,300
第5位 芳野悟 2,262
第6位 小野寺亮太 2,257

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 近藤純一 245
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 阿部航希 649

女子個人総合
第1位 高橋久美子 2,101
第2位 小笠原由美子 2,079
第3位 菅原要子 2,068

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 栗林結衣 215
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 高橋久美子 556

第29回岩手県社会人ボウリング選手権大会
公認番号：XT 03-07
参加人数：21チーム63名
開催月日：平成30年6月17日
会場：盛岡スターレーン

第45回岩手県ボウリング選手権大会
公認番号：XT 03-12
参加人数：59名（男子50名，女子9名）
開催月日：平成30年12月9日
会場：盛岡スターレーン

第70回岩手県民体育大会ボウリング競技
公認番号：XT 03-08
参加人数：117名（個人戦91名，団体戦25チーム100名）
開催月日：平成30年7月14日～15日
会場：盛岡スターレーン

第30回岩手県ボウリング連盟会長杯争奪ボウリング選手権大会
公認番号：XT 03-09
参加人数：55名
開催月日：平成30年8月5日
会場：盛岡スターレーン

第32回岩手県4人チームボウリング選手権大会
公認番号：XT 03-11
参加人数：14チーム56名
開催月日：平成30年11月25日
会場：盛岡スターレーン
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部門・順位 選手・チーム・クラブ名 チームメンバー 点数

平成30年度　岩手県ボウリング連盟　県連主催大会報告

成績
競技会名

男子個人戦
第1位 阿部航希 1,274
第2位 菅原奏 1,214
第3位 小笠原賢 1,200
第4位 吉田拓未 1,188
第5位 高橋宗義 1,154
第6位 下田栄彦 1,143

女子個人戦
第1位 高橋久美子 1,104
第2位 小笠原由美子 1,031
第3位 鈴木ゆかり 1,028

男子2人チーム戦
第1位 ラウンドワンA 阿部・平中 1,209
第2位 ラウンドワンB 小森・小笠原 1,137
第3位 奥州E 小野寺・大久保 1,134
第4位 紫波 沢内・多田 1,098
第5位 奥州A 佐藤・佐々木 1,098
第6位 奥州B 近藤・菅原 1,095

女子2人チーム戦
第1位 奥州 高橋・鈴木 1,070
第2位 ラウンドワン 菅原・小笠原 1,036
第3位 盛岡スター 栗林・會田 1,025

10歳代
第1位 千田祐太 1,632
第2位 栗林春稀 1,267

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 千田祐太 226
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 千田祐太 548

20歳代
第1位 兼平彩夏 1767
第2位 吉田拓未 1,742
第3位 三上彩奈 1,639

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 吉田拓未 246
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 兼平彩夏 645

30歳代
第1位 佐藤信也 1,893
第2位 菊池一也 1,644
第3位 近藤純一 1,544

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 佐藤信也 249
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 佐藤信也 655

40歳代
第1位 小笠原由美子 1,674
第2位 谷藤元 1,599

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 小笠原由美子 212
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 小笠原由美子 591

50歳代
第1位 小笠原賢 1,789
第2位 高橋久美子 1,712
第3位 木村聡 1,706

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 木村聡 241
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 鈴木ゆかり 645

60歳以上
第1位 佐々木和夫 1,791
第2位 伊藤誠 1,768
第3位 久慈順子 1,703

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 伊藤誠 226
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 佐々木和夫 612

第1位 花巻A 山崎・伊藤 3,509
第2位 奥州B 兼平・佐藤 3,503
第3位 盛岡スターA 佐々木・藤原 3,496
第4位 奥州A 鈴木・木村 3,474
第5位 盛岡スターF 一条・菅原 3,379
第6位 メイクA 阿部・吉田 3,376

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 小笠原由美子 237
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 小笠原由美子 648

男子
第1位 小笠原賢
第2位 小野寺亮太
第3位 阿部航希
第4位 木村聡
第5位 藤原孝至
第6位 芳野悟

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 木村聡 242
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 小野寺亮太 683

女子
第1位 久慈順子
第2位 小笠原由美子
第3位 菅原要子
第4位 高橋久美子
第5位 阿部暁美
第6位 會田薫子

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 小笠原由美子 234
ﾊｲｼﾘｰｽﾞ賞 小笠原由美子 631

第21回岩手県年齢別ボウリング選手権大会
公認番号：XT 03-13
参加人数：45名
開催月日：平成31年1月13日
会場：盛岡スターレーン

第36回岩手県2人チームボウリング選手権大会
公認番号：XT 03-14
参加人数：22チーム45名
開催月日：平成31年2月3日
会場：盛岡スターレーン

第34回岩手県知事杯争奪ボウリング選手権大会
公認番号：XT 03-15
参加人数：43名（男子34名，女子9名）
開催月日：平成31年3月3日
会場：盛岡スターレーン

第45回岩手県ボウリング選手権大会
公認番号：XT 03-12
参加人数：59名（男子50名，女子9名）
開催月日：平成30年12月9日
会場：盛岡スターレーン
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前半：（成年）平成３０年４月２２日　会場：盛岡スターレーン

　　　（少年）平成３０年４月８日　　会場：盛岡スターレーン

後半：平成３０年５月１３日　会場：ラウンドワンスタジアム盛岡店

成年男子 参加者：１３名

1 阿部　航希 鈴木新聞店 3,962

2 佐藤　信也 佐藤りんご園 3,758

3 平中　彗 岩手県立大学３年 3,473

4 吉田　拓未 盛岡市役所 3,465

5 谷藤　元 岩手日報アド・ブランチ 3,446

6 佐々木　奨 農業（自営） 3,404

7 沢内　功 盛岡市立病院 3,391

8 木村　聡 M・K・G 3,388

9 菅原　修明 中央ハウス 3,335

10 山崎　善之 ﾘｺｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 3,246

11 小森　和耶 王子コンテナー 3,096

12 菊池　一也 デジアイズ 3,047

13 黒澤　誠 黒澤建設 2,915

成年女子 参加者：５名

1 小笠原　由美子 ムラタ 3,336

2 鈴木　ゆかり 奥州市体育協会 3,157

3 菊地　明美 滝沢市 3,071

4 三上　彩奈 NHK盛岡放送局 2,885

5 菅原　要子 岩手県ボウリング連盟 1,615

少年男子 参加者：５名

1 千田　祐太 県立水沢商業高校１年 3,619

2 栗林　春稀 県立盛岡商業高校２年 3,058

3 西川　恵輔 盛岡市立高校２年 3,023

4 八重樫　響 滝沢市立滝沢南中学校３年 2,864

5 四日市　優馬 県立盛岡商業高校１年 1,422

少年女子 参加者：３名

1 砂子田　秋実 花巻市立東和中学校３年 2,856

2 高藤　真帆 県立盛岡第二高校１年 2,803

3 會田　薫子 県立盛岡第一高校１年 1,710

順位 選手名 所属 合計

順位 選手名 所属 合計

順位 選手名 所属 合計

第４４回東北総合体育大会ボウリング競技
（第７３回国民体育大会東北ブロック大会）

岩手県代表選考会　成績

順位 選手名 所属 合計
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