
東北実業団選手権大会 栄光の記録

開催回数 第50回 第49回 第48回 第47回 第46回

開催日 （令和2年）2020年9月12～13日 （令和元年）2019年9月7～8日

競技場名 プレナミヤギ（宮城県） ラウンドワンスタジアム秋田店（秋田県）

3人チーム戦入賞者および得点

優勝

タイトー仙台  8,378

根本  遥・遠藤 明日香・渡邉 雅司

 大久 美結  （宮城県）

タイトー仙台ベガロポリス店  8,044

根本  遥・遠藤 明日香・渡邉 雅司

（宮城県）

第2位

アルプスアルパイン涌谷Ａ  8,211

吉田 千佳子・富谷 頼行・林田 光雄

（宮城県）

秋田教職員クラブＡ  8,032

小玉 克男・小玉 真紀子・布目 浩嗣

（秋田県）

第3位

宮城県実業団ＯＢクラブ  7,729

尾野 豊春・上田  隆・伊藤 恭充

生沼 高治  （宮城県）

アルプスアルパイン涌谷Ａ  7,839

吉田 千佳子・富谷 頼行・林田 光雄

（宮城県）

第4位

ソニー仙台  7,676

森田 博司・助友 信行・角田 恵一

（宮城県）

ソニー仙台  7,818

森田 博司・助友 信行・角田 恵一

（宮城県）

第5位

リコーインダストリー東北事業所  7,671

奥山 有紀・真壁 富男・宮沢 浩二

（宮城県）

介護と医療と在宅をつなぐ会  7,349

佐々木 拓郎・原子 大将・鈴木 智恵美

（秋田県）

第6位

福島県実業団ＯＢクラブ  7,419

佐藤  晋・⾧嶺 秀樹・佐藤 博明

（宮城県）

宮城県実業団ＯＢクラブ  7,267

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

H/G

タイトー仙台  772

根本  遥・遠藤 明日香・渡邉 雅司

大久 美結  （宮城県）

ソニー仙台  790

森田 博司・助友 信行・角田 恵一

（宮城県）

H/S

アルプスアルパイン涌谷Ａ  2,233

吉田 千佳子・富谷 頼行・林田 光雄

（宮城県）

ソニー仙台  2,126

森田 博司・助友 信行・角田 恵一

（宮城県）

個人戦入賞者および得点

優勝
遠藤 明日香  2,201

タイトー仙台（宮城県）

森田 博司  2,161

ソニー仙台（宮城県）

第2位
根本  遥  2,170

タイトー仙台（宮城県）

小玉 克男  2,111

秋田教職員クラブＡ（秋田県）

第3位
尾野 豊春  2,111

宮城県実業団ＯＢクラブ（宮城県）

布目 浩嗣  2,065

秋田教職員クラブＡ（秋田県）

第4位
佐藤  晋  2,102

福島県実業団ＯＢクラブ（福島県）

根本  遥  2,036

タイトー仙台ベガロポリス店（宮城県）

第5位
吉田 千佳子  2,084

アルプスアルパイン涌谷Ａ（宮城県）

渡邉 雅司  2,000

タイトー仙台ベガロポリス店（宮城県）

第6位
林田 光雄  2,069

アルプスアルパイン涌谷Ａ（宮城県）

志賀  正  1,992

福島県実業団ＯＢクラブ（福島県）

H/G
生沼 高治  289

宮城県実業団ＯＢクラブ（宮城県）

森田 博司  282

ソニー仙台（宮城県）

H/S
富谷 頼行  783

アルプスアルパイン涌谷Ａ（宮城県）

富谷 頼行  739

アルプスアルパイン涌谷Ａ（宮城県）
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東北実業団選手権大会 栄光の記録

開催回数 第45回 第44回 第43回 第42回 第41回

開催日 （平成30年）2018年10月13日～14日 （平成29年）2017年10月7日～8日 （平成28年）2016年9月10日～11日 （平成27年）2015年10月24日～25日 （平成26年）2014年10月4日～5日

競技場名 盛岡スターレーン（岩手県） 三沢ボウル（青森県） ボウルアピア郡山（福島県） 山形ファミリーボウル（山形県） ボウルジャンボ秋田（秋田県）

3人チーム戦入賞者および得点

優勝

アルプス電気涌谷Ａ  7,203

吉田 千佳子・富谷 頼行・林田 光雄

（宮城県）

タイトー  7,701

根本  遥・遠藤 明日香・渡邉 雅司

（宮城県）

秋田教職員ボウリングクラブＢ  7,402

三浦  真・小玉 真紀子・伊藤  渉

（秋田県）

グリーンキャブ日交Ｂ  8,120

大竹 健一・尾野 豊春・川原 国夫

（宮城県）

アルプス電気 涌谷Ａ  8,660

富谷 頼行・吉田 千佳子・吉田  亮

（宮城県）

第2位

タイトー仙台ベガロポリス店  7,184

根本  遥・遠藤 明日香・渡邉 雅司

（宮城県）

アットホームA  7,250

鈴木 智恵美・小松田 瑞穂・原子 大将

（秋田県）

ソニー仙台  7,386

佐藤  晋・原  明美・角田 恵一

（宮城県）

リコーインダストリー東北Ａ  8,018

奥山 有紀・村上 邦洋・伊藤 恭充

（宮城県）

秋田教職員クラブ  8,611

伊藤  渉・小玉 克男・渡辺 久美子

（秋田県）

第3位

秋田県教員クラブＡ  7,076

渡邊 久美子・小玉 真紀子・小玉 克男

（秋田県）

秋田県教職員ボウリングクラブ  7,134

渡辺 久美子・伊藤  渉・布目 浩嗣

（秋田県）

アルプス電気涌谷Ａ  7,325

吉田 千佳子・吉田  亮・林田 光雄

（宮城県）

アルプス電気涌谷Ａ  7,744

吉田 千佳子・吉田  亮・林田 光雄

（宮城県）

リコーインダストリー東北Ａ  8,516

村上 邦洋・奥山 有紀・伊藤 恭充

（宮城県）

第4位

ソニー仙台  6,956

角田 恵一・助友 信行・森田 博司

（宮城県）

宮城県実業団ＯＢクラブ  6,925

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

宮城県実業団ＯＢクラブ  7,225

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

ソニー仙台  7,709

助友 信行・森田 博司・角田 恵一

（宮城県）

グリーンキャブ日交Ｂ  8,477

森  直樹・伊藤 伸弘・大竹 健一

（宮城県）

第5位

宮城県実業団ＯＢクラブ  6,882

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

ﾘｺｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ東北事業所A  6,832

村上 邦洋・真壁 富男・伊藤 恭充

（宮城県）

グリーンキャブ日交Ａ  7,154

森  直樹・大島 治吉・本郷  宏

（宮城県）

宮城県実業団ＯＢクラブ  7,514

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

マーレＥＣＪ Ａ  8,443

山口 紀夫・尾形 英明・佐藤 創一

（山形県）

第6位

福島県実業団ＯＢクラブ  6,856

佐藤 博明・⾧嶺 英樹・⾧嶺 正義

（福島県）

ﾘｺｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ東北事業所B  6,825

奥山 有紀・江戸 由紀夫・宮沢 浩二

（宮城県）

秋田教職員ボウリングクラブＡ  7,131

小玉 克男・渡辺 久美子・布目 浩嗣

（秋田県）

酒田市役所  7,429

元木 一成・佐藤 千尋・富樫 喜晴

（山形）

日立ＡＭＳ福島  8,412

鈴木 英子・鴫原  浩・大畑 朋幸

（福島県）

H/G

アルプス電気涌谷Ａ  653

吉田 千佳子・富谷 頼行・林田 光雄

（宮城県）

アットホームA  717

鈴木 智恵美・小松田 瑞穂・原子 大将

（秋田県）

グリーンキャブ日交Ｂ  714

大竹 健一・尾野 豊春・川原 国夫

（宮城県）

グリーンキャブ日交Ｂ  767

大竹 健一・尾野 豊春・川原 国夫

（宮城県）

アルプス電気 古川Ａ  675

浅野 孝行・横山 央晋・中條 桂一

（宮城県）

H/S
アルプス電気涌谷Ａ  1,917

吉田 千佳子・富谷 頼行・林田 光雄

アットホームA  2,006

鈴木 智恵美・小松田 瑞穂・原子 大将

（秋田県）

アルプス電気涌谷Ａ  1,973

吉田 千佳子・吉田  亮・林田 光雄

（宮城県）

グリーンキャブ日交Ｂ  2,088

大竹 健一・尾野 豊春・川原 国夫

（宮城県）

富士電機津軽セミコンダクタ  1,867

古川 勝悦・上田 勝博・佐田 博仁

（青森県）

個人戦入賞者および得点

優勝
遠藤 明日香  1,990

タイトー仙台ベガロポリス店（宮城県）

根本  遥  2,174

タイトー（宮城県）

三浦  真  1,985

秋田教職員ボウリングクラブ（秋田県）

角田 恵一  2,102

ソニー仙台（宮城県）

鈴木 英子  2,053

日立ＡＭＳ福島（福島県）

第2位
⾧嶺 正義  1,872

福島県実業団ＯＢクラブ（福島県）

原子 大将  2,052

アットホームA（秋田県）

小玉 真紀子  1,968

秋田教職員ボウリングクラブ（秋田県）

林田 光雄  2,088

アルプス電気涌谷Ａ（宮城県）

佐藤 創一  1,940

マーレＥＣＪ Ａ（山形県）

第3位
富谷 頼行  1,838

アルプス電気涌谷（宮城県）

渡辺 久美子  1,920

秋田県教職員ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（秋田県）

佐藤  晋  1,916

ソニー仙台（宮城県）

奥山 有紀  2,085

リコーインダストリー東北Ａ（宮城県）

吉田 千佳子  1,893

アルプス電気 涌谷Ａ（宮城県）

第4位
小玉 克男  1,833

秋田県教員クラブ（秋田県）

伊藤 正人  1,883

ケミコン宮城（宮城県）

⾧嶺 正義  1,914

三菱伸銅（福島県）

大竹 健一  2,071

グリーンキャブ日交Ｂ（宮城県）

大竹 健一  1,789

グリーンキャブ日交Ｂ（宮城県）

第5位
尾野 豊春  1,832

グリーンキャブ日交（宮城県）

布目 浩嗣  1,872

秋田県教職員ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（秋田県）

本郷  宏  1,913

グリーンキャブ日交（宮城県）

川原 国夫  2,042

グリーンキャブ日交Ｂ（宮城県）

鈴木 紀子  1,777

アルプス電気 角田（宮城県）

第6位
宍戸 重克  1,825

宮城県実業団ＯＢクラブ（宮城県）

渡邉 雅司  1,850

タイトー（宮城県）

鈴木 英子  1,853

日立ＡＭＳ福島（福島県）

吉田 千佳子  2,027

アルプス電気涌谷Ａ（宮城県）

森  直樹  1,777

グリーンキャブ日交Ｂ（宮城県）

H/G
伊藤 正人  268

ケミコン宮城（宮城県）

根本  遥  301

タイトー（秋田県）

中村  稔  300

青森地方検察庁（青森県）

宍戸 重克  295

宮城県実業団ＯＢクラブ（宮城）

吉田 千佳子  286

アルプス電気 涌谷Ａ（宮城県）

H/S
林田 光雄  699

アルプス電気涌谷（宮城県）

原子 大将  777

アットホームA（秋田県）

小野寺 誠之  746

ＮＥＣネットワークプロダクツ（岩手県）

角田 恵一  774

ソニー仙台（宮城県）

佐藤 創一  707

マーレＥＣＪ Ａ（山形県）
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東北実業団選手権大会 栄光の記録

開催回数 第40回 第39回 第38回 第37回 第36回

開催日 （平成25年）2013年9月21日～22日 （平成24年）2012年10月6日～7日 （平成23年）2011年9月24日～25日 （平成22年）2010年10月9日～10日 （平成21年）2009年10月24日～25日

競技場名 ボウルジャンボフォルテ（宮城県） イーストボウル（青森県） ビッグハウス・スーパーレーン（岩手県） 郡山ミナミボウル（福島県） 金萬ボウリングセンター（秋田県）

3人チーム戦入賞者および得点

優勝

グリーンキャブ日交Ａ  5,358

森  直樹・大竹 健一・川原 国夫

（宮城県）

秋田県教職員ボウリングクラブ  5,446

小玉 克男・三浦  真・小玉 真紀子

伊藤  渉（秋田県）

明立工業  5,560

菅原 義丈・菅原 勇一・後藤 伸二

（山形県）

ソニー仙台Ａ  5,334

原  浩二・佐藤  晋・角田 恵一

（宮城県）

ソニー 仙台テクノロジーセンター  5,415

原  浩二・原  明美・角田 恵一

（宮城県）

第2位

ソニー仙台テクノロジーセンター  5,358

原  浩二・佐藤  晋・角田 恵一

助友 信行（宮城県）

アルプス電気 涌谷Ａ  5,341

吉田 千佳子・吉田  亮・林田 光雄

（宮城県）

ＪＲ東日本 盛岡  5,491

中田 純也・千田  晃・田中 正二

高橋 良典（岩手県）

秋田県教職員ボウリングクラブ  5,312

布目 浩嗣・小玉 克男・三浦  真

（秋田県）

宮城県実業団ＯＢクラブ  5,384

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

第3位

アルプス電気涌谷  5,347

吉田 千佳子・吉田  亮・林田 光雄

富谷 頼行（宮城県）

グリーンキャブ日交Ａ  5,338

森  直樹・尾野 豊春・遠藤 幹夫

（宮城県）

むつ小川原石油備蓄  5,392

松原 成光・三浦 啓暢・小林 房人

（青森県）

ＮＥＣ東北Ｂ  5,190

小野寺 誠之・高橋 宗義・千葉 清一

（岩手県）

アルプス電気 古川Ａ  5,357

中條 桂一・佐々木 浩章・吉田  勇

（宮城県）

第4位

リコーインダストリー東北Ａ  5,318

村上 邦洋・奥山 有紀・伊藤 恭充

宮沢 浩二（宮城県）

グリーンキャブ日交Ｂ  5,267

大竹 健一・川原 国夫・大島 治吉

（宮城県）

秋田教員ボウリングクラブ  5,262

小玉 克男・小玉 真紀子・伊藤  渉

三浦  真（秋田県）

酒田市役所  5,128

元木 一成・佐藤 千尋・富樫 喜晴

（山形県）

東北パイオニア  5,273

我彦 大輔・秋葉 麻衣子・加藤 吉則

（山形県）

第5位

グリーンキャブ日交Ｂ  5,253

伊藤 伸弘・尾野 豊春・本郷  宏

大島 治吉（宮城県）

ＪＲ東日本 青森Ａ  5,253

白川 清貴・有馬  豊・新藤 満浩

（青森県）

岩手県予防医学協会Ａ  5,251

鈴木 和彦・川端 寿行・金濱 雄悦

（岩手県）

青森市役所  5,126

嶋田  寛・佐藤  浩・片川 秀雄

（青森県）

アルプス電気 涌谷Ａ  5,255

吉田 千佳子・吉田  亮・林田 光雄

（宮城県）

第6位

日立原町電子工業Ａ  5,210

立谷 晴功・佐藤 清樹・志賀  正

円谷 正彦（福島県）

アルプス電気 涌谷Ｂ  5,210

渡辺  透・梁川 智文・富谷 頼行

菅原 賢治（宮城県）

アルプス電気 涌谷Ａ  5,202

吉田 千佳子・吉田  亮・林田 光雄

（宮城県）

宮城県実業団ＯＢクラブ  5,108

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

グリーンキャブ日交  5,234

川原 国夫・大島 治吉・大竹 健一

（宮城県）

H/G

グリーンキャブ日交Ａ  671

森  直樹・大竹 健一・川原 国夫

（宮城県）

日立原町電子工業Ａ  671

立谷 晴功・佐藤 清樹・志賀  正

円谷 正彦（福島県）

グリーンキャブ日交Ａ  683

森  直樹・尾野 豊春・遠藤 幹夫

（宮城県）
明立工業  710

菅原 義丈・菅原 勇一・後藤 伸二

（山形県）

宮城教職員クラブ  677

斎藤  勲・平野  修・小松  宏

（宮城県）

宮城県実業団ＯＢクラブ  665

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

H/S

宮城県実業団ＯＢクラブ  1,866

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

グリーンキャブ日交Ａ  1,884

森  直樹・尾野 豊春・遠藤 幹夫

（宮城県）

明立工業  1,967

菅原 義丈・菅原 勇一・後藤 伸二

（山形県）

酒田市役所  1,849

元木 一成・佐藤 千尋・富樫 喜晴

（山形県）

宮城県実業団ＯＢクラブ  1,903

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

個人戦入賞者および得点

優勝
林田 光雄  1,394

アルプス電気涌谷（宮城県）

⾧嶺 正義  1,358

三菱伸銅（福島県）

助友 信行  1,348

ソニー仙台テクノロジ−センター（宮城県）

鈴木 英子  1,301

日立ＡＭＳ福島（福島県）

佐藤  浩  1,334

青森市役所（青森県）

第2位
助友 信行  1,293

ソニー仙台テクノロジーセンター（宮城県）

小玉 真紀子  1,286

秋田教員ボウリングクラブ（福島県）

小玉 真紀子  1,338

秋田教員ボウリングクラブ（秋田県）

⾧嶺 正義  1,244

三菱伸銅（福島県）

布目 浩嗣  1,301

秋田教職員クラブ（秋田県）

第3位
真壁 富男  1,284

リコーインダストリー東北（宮城県）

千葉 清一  1,284

ＮＥＣネットワークプロダクツ（岩手県）

⾧嶺 正義  1,336

三菱伸銅（福島県）

原  浩二  1,237

ソニー仙台（宮城県）

高橋 宗義  1,242

ＮＥＣ東北（岩手県）

第4位
志賀  正  1,264

日立原町電子工業（福島県）

志賀  正  1,278

日立原町電子工業（福島県）

吉田  亮  1,301

アルプス電気 涌谷（宮城県）

秋葉 麻衣子  1,229

東北パイオニア（山形県）

助友 伸行  1,232

ソニー 仙台テクノロジーセンター（宮城県）

第5位
富谷 頼行  1,261

アルプス電気涌谷（宮城県）

富谷 頼行  1,270

アルプス電気 涌谷Ｂ（宮城県）

原  明美  1,288

ソニー仙台テクノロジーセンター（宮城県）

助友 信行  1,187

ソニー仙台（宮城県）

中條 桂一  1,217

アルプス電気 古川（宮城県）

第6位
江戸 由紀夫  1,251

リコーインダストリー東北（宮城県）

大竹 健一  1,265

グリーンキャブ日交Ｂ（宮城県）

松原 成光  1,286

むつ小川原石油備蓄（青森県）

小玉 真紀子  1,183

秋田県教職員ボウリングクラブ（秋田県）

山田 亜津子  1,215

青森地方検察庁（青森県）

H/G
林田 光雄  279

アルプス電気涌谷（宮城県）

後藤 光治  267

青森地方検察庁（青森県）

木村  亨  294

宮城県実業団ＯＢクラブ（宮城県）

小玉 克男  266

秋田県教職員ボウリングクラブ（秋田県）

布目 浩嗣  274

秋田教職員クラブ（秋田県）

H/S
林田 光雄  768

アルプス電気涌谷（宮城県）

⾧嶺 正義  723

三菱伸銅（福島県）

助友 信行  736

ソニー仙台テクノロジーセンター（宮城県）

原  浩二  700

ソニー仙台（宮城県）

佐藤  浩  710

青森市役所（青森県）
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東北実業団選手権大会 栄光の記録

開催回数 第35回 第34回 第33回 第32回 第31回

開催日 （平成20年）2008年10月4日～5日 （平成19年）2007年10月6日～7日 （平成18年）2006年10月7日～8日 （平成17年）2005年11月5日～6日 （平成16年）2004年11月13日～14日

競技場名 泉スカイボウル（宮城県） ビックハウススーパーレーン（岩手県） 山形ファミリーボウル（山形県） イズミボウル柏（青森県） ボウルアピア郡山（福島県）

3人チーム戦入賞者および得点

優勝

宮城県実業団ＯＢクラブ  5,773

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

ＪＲ東日本盛岡Ａ  5,523

中田 純也・村上 正昭・中村 栄治

（岩手県）

アルプス電気 古川Ａ  5,283

中條 桂一・浅野 孝行・吉田  勇

（宮城県）

ソニー仙台Ａ  5,390

原  浩二・助友 信行・角田 恵一

（宮城県）

アルプス電気 涌谷  5,262

吉田 千佳子・吉田  亮・林田 光雄

（宮城県）

第2位

秋田県教職員クラブ  5,762

小玉 克男・伊藤  渉・三浦  真

小玉 真紀子（秋田県）

アルプス電気 古川Ａ  5,397

中條 桂一・浅野 孝行・吉田  勇

（宮城県）

ＪＲ東日本盛岡Ａ  5,278

村上 正昭・中田 純也・中村 栄治

（岩手県）

ニチレイ東北Ａ  5,289

佐藤 友紀・大竹 健一・川原 国男

（宮城県）

ソニー仙台テクノロジーセンター  5,226

原  浩二・助友 信行・角田 恵一

（宮城県）

第3位

アルプス電気 涌谷Ａ  5,723

吉田  亮・吉田 千佳子・林田 光雄

（宮城県）

酒田市役所  5,366

阿部 武志・佐藤 公彦・富樫 喜晴

（山形県）

アルプス電気 角田Ａ  5,246

和田みつ子・戸村  清・菊池 直人

（宮城県）

航空自衛隊松島基地  5,286

柴田 俊亨・宍戸 重克・生沼 高治

（宮城県）

秋田教員  5,204

布目 浩嗣・伊藤  渉・三浦 正揮

（秋田県）

第4位

青森リバーテクノ  5,681

乗田 治彦・菊池  等・村上 時康

（青森県）

ソニー仙台ＴＥＣ Ａ  5,260

原  浩二・原  明美・佐藤  晋

（宮城県）

秋田教員  5,186

布目 浩嗣・三浦  真・三浦 正揮

（秋田県）

東北パイオニアＡ  5,157

大津  昭・鈴木  元・中川  浩

（山形県）

青森市役所  5,139

嶋田  寛・佐藤  浩・片川 秀雄

（青森県）

第5位

ソニー仙台テクノロジーセンター  5,632

原  浩二・原  明美・助友 信行

（宮城県）

秋田教職員クラブＢ  5,222

伊藤  渉・三浦  真・布目 浩嗣

（秋田県）

ＮＥＣ東北  5,106

高橋 宗義・小野寺誠之・千葉 清一

（岩手県）

盛岡赤十字病院Ａ  5,085

小山田 節子・佐々木 恵・根田 光朗

（岩手県）

アルプス電気 角田A  5,104

和田 みつ子・戸村  清・菊池 直人

（宮城県）

第6位

アルプス電気 古川Ａ  5,626

中條 桂一・浅野 孝行・吉田  勇

（宮城県）

ＮＥＣ東北  5,210

高橋 宗義・小野寺 誠之・千葉 清一

（岩手県）

明立工業Ａ  5,074

菅原 勇一・宗片 一志・後藤 伸二

（山形県）

日立原町電子工業  5,068

立谷 晴功・佐藤 清樹・志賀  正

（福島県）

岩手県予防医学協会Ａ  5,068

鈴木 和彦・川端 寿行・鈴木  等

（岩手県）

H/G

アルプス電気 涌谷Ａ  720

吉田  亮・吉田 千佳子・林田 光雄

（宮城県）

ソニー仙台ＴＥＣ Ａ  678

原  浩二・原  明美・佐藤  晋

（宮城県）

明立工業Ａ  639

菅原 勇一・宗片 一志・後藤 伸二

（山形県）

ＪＲ東日本青森  685

白川 聖孝・後藤 和榮・進藤 満浩

（青森県）

ソニー仙台テクノロジーセンター  687

原  浩二・助友 信行・角田 恵一

（宮城県）

H/S

宮城県実業団ＯＢクラブ  2,041

宍戸 重克・生沼 高治・木村  亨

（宮城県）

ソニー仙台ＴＥＣ Ａ  1,924

原  浩二・原  明美・佐藤  晋

（宮城県）

明立工業Ａ  1,800

菅原 勇一・宗片 一志・後藤 伸二

（山形県）

東北パイオニアＡ  1,855

大津  昭・鈴木  元・中川  浩

（山形県）

岩手県予防医学協会Ａ  1,855

鈴木 和彦・川端 寿行・鈴木  等

個人戦入賞者および得点

優勝
原  浩二  1,425

ソニー仙台テクノロジーセンター（宮城県）

鈴木 英子  1,340

日立製作所ＡＳ福島（福島県）

鈴木 英子  1,408

日立製作所ＡＳ福島（福島県）

三浦 啓暢  1,255

むつ小川原石油備蓄（青森県）

⾧嶺 正義  1,267

三菱伸銅（福島県）

第2位
吉田 千佳子  1,403

アルプス電気 涌谷（宮城県）

奥山 幸一  1,327

イワデヤマ農協（宮城県）

奥山 幸一  1,267

イワデヤマ農協（宮城県）

上田  隆  1,247

航空自衛隊松島基地（宮城県）

三浦 正揮  1,249

秋田教員（秋田県）

第3位
志賀  正  1,389

日立原町電子工業（福島県）

⾧嶺 正義  1,271

三菱伸銅（福島県）

佐藤 宣達  1,2651

気仙沼市役所（宮城県）

後藤 伸二  1,240

明立工業（山形県）

樋坂  淳  1,242

山形市役所（山形県）

第4位
乗田 治彦  1,368

青森リバーテクノ（青森県）

富樫 喜晴  1,263

酒田市役所（山形県）

三浦  真  1,261

秋田教員（秋田県）

村上 時康  1,228

青森リバーテクノＢ（青森県）

竹田 武司  1,240

会津若松市役所（福島県）

第5位
鈴木 英子  1,357

日立製作所ＡＳ福島（福島県）

小玉 真紀子  1,253

秋田教職員クラブ（秋田県）

布目 浩嗣  1,259

秋田教員（秋田県）

佐田 博仁  1,224

ルネサス北日本セミコンダクタＡ（青森県）

原  浩二  1,235

ソニー仙台テクノロジーセンター（宮城県）

第6位
三浦  真  1,355

秋田県教職員クラブ（秋田県）

嶋田  寛  1,238

青森市役所（青森県）

戸村  清  1,252

アルプス電気 角田Ａ

角田 恵一  1,220

ソニー仙台Ａ（宮城県）

山下 幸作  1,216

いわでやま農協（宮城県）

H/G
乗田 治彦  299

青森リバーテクノ（青森県）

鈴木 英子  272

日立製作所ＡＳ福島（福島県）

鈴木 英子  266

日立製作所ＡＳ福島（福島県）

上田  隆  283

ＪＲ東日本青森（青森県）

原  浩二  277

ソニー仙台テクノロジーセンター（宮城県）

H/S
原  浩二  757

ソニー仙台テクノロジーセンター（宮城県）

奥山 幸一  726

イワデヤマ農協（宮城県）

鈴木 英子  672

日立製作所ＡＳ福島（福島県）

角田 恵一  677

ソニー仙台Ａ（宮城県）

菊池 直人  700

アルプス電気 角田（宮城県）
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東北実業団選手権大会 栄光の記録

開催回数 第30回 第29回 第28回 第27回 第26回

開催日 （平成15年）2003年10月18日～19日 （平成14年）2002年9月28日～29日 （平成13年）2001年10月6日～7日 （平成12年）2000年8月26日～27日 （平成11年）1999年8月21日～22日

競技場名 台由ボウル（秋田県） テイサンボウル泉（宮城県） ビックハウス・スーパーレーン（岩手県） ワヤマボウル八戸 山形ファミリーボウル（山形県）

3人チーム戦入賞者および得点

優勝

アルプス電気角田Ａ  5,284

戸村  清・和田 みつ子・菊池 直人

（宮城県）

東北アルプス 古川Ａ  8,714

吉田  勇・浅野 孝行・中條 桂一

（宮城県）

ソニー仙台ＴＥＣ Ｂ  8,515

原  浩二・助友 信行・佐々木 文生

（宮城県）

ソニー仙台テクノロジーセンター  8,927

原  浩二・原  明美・森田 博司

（宮城県）

NEC東北  8,752

庄子 裕之・千葉 勝則・千葉 清一

武田 礼治（岩手県）

第2位

盛岡赤十字病院Ａ  5,220

根田 光朗・小山田 節子・斉藤 純一

（岩手県）

東北アルプス 角田Ｂ  8,546

和田 みつ子・戸村  清・菊池 直人

（宮城県）

庄内ヨロズ  8,374

松田 秀樹・阿部 定良・小泉  武

（山形県）

第3位

ＳＭＣ釜石  5,111

昆  英生・藤原  篤・坂本  貢

（岩手県）

郡山市役所  8,464

国分 昭英・村上 和秀・佐々木 講平

（福島県）

 ＮＥＣ東北  8,256

武田 礼治・千葉 勝則・千葉 清一

（岩手県）

第4位

酒田市役所Ｂ  5,069

亀谷  卓・佐藤 千尋・小田 雅之

（山形県）

三菱伸銅  8,443

⾧嶺 正義・神田 修幸・成田 勝義

（福島県）

東北アルプス角田 Ｂ  8,253

和田 みつ子・戸村  清・菊池 直人

（宮城県）

第5位

東北パイオニア  5,012

大津  昭・鈴木  元・中川  浩

（山形県）

会津若松市役所Ａ  8,416

芳賀 幸光・松崎 佐吉・竹田 武司

（福島県）

 医療法人仁政会杉山病院  8,168

堀  勇・佐原 みき子・畠山 英男

（秋田県）

第6位

ソニー仙台テクノロジーセンター  4,993

原  明美・原  浩二・助友 信行

（宮城県）

ソニー仙台ＴＥＣ Ａ  8,396

原  明美・角田 妙子・原  浩二

（宮城県）

日本製紙石巻工場  8,166

上野 信好・高瀬 雅敏・木村  亨

（宮城県）

H/G

山形市役所Ｂ  653

吉田・伊藤・樋坂

（山形県）

アルプス電気角田Ａ  653

戸村・和田・菊池

（宮城県）

 三菱伸銅  690

⾧嶺 正義・神田 修幸・成田 勝義

（福島県）

 日本製紙石巻工場  671

上野 信好・高瀬 雅敏・木村  亨

（宮城県）

H/S

盛岡赤十字病院Ａ  1,849

根田・小山田・斉藤

（岩手県）

東北アルプス 古川Ａ  1,864

吉田  勇・浅野 孝行・中條 桂一

（宮城県）

ソニー仙台ＴＥＣ Ｂ  1,881

原  浩二・助友 信行・佐々木 文生

（宮城県）

個人戦入賞者および得点

優勝
鈴木 英子  1,360

トキコ（福島県）

竹田 武司  1,910

会津若松市役所Ａ（福島県）

木村  亨  1,887

日本製紙石巻工場（宮城県）

鈴木 英子  2,022

トキコ（福島県）

吉田 千佳子  1,913

東北アルプス涌谷（宮城県）

第2位
原  浩二  1,267

ソニー仙台テクノロジーセンター（宮城県）

浅野 孝行  1,894

東北アルプス 古川Ａ（宮城県）

小泉  武  1,873

庄内ヨロズ（山形県）

第3位
⾧嶺 正義  1,239

三菱伸銅（福島県）

樋坂  淳  1,890

山形市役所（山形県）

原  浩二  1,801

ソニー仙台ＴＥＣ Ｂ（宮城県）

第4位
神田 修幸  1,227

三菱伸銅（福島県）

⾧嶺 正義  1,875

三菱伸銅（福島県）

鈴木 英子  1,796

トキコ福島（福島県）

第5位
林田 光雄  1,226

アルプス電気涌谷（宮城県）

原  明美  1,860

ソニー仙台ＴＥＣ Ａ（宮城県）

佐々木 文生  1,782

ソニー仙台ＴＥＣ Ｂ（宮城県）

第6位
奥山 幸一  1,218

ＪＡいわでやま（宮城県）

遠藤 欣二  1,821

日本自動車交通（宮城県）

吉田 千佳子  1,743

東北アルプス涌谷（宮城県）

H/G
鈴木 英子  273

トキコ（福島県）

足利 静夫  268

ホッコウ物流 仙台（宮城県）

木村  亨  288

日本製紙石巻工場（宮城県）

H/S
鈴木 英子  703

トキコ（福島県）

昆  英生  670

ＳＭＣ釜石工場（岩手県）

木村  亨  664

日本製紙石巻工場（宮城県
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東北実業団選手権大会 栄光の記録

開催回数 第25回 第24回 第23回 第22回 第21回

開催日 （平成10年）1998年10月10日～11日 （平成9年）1997年10月11日～12日 （平成8年）1996年8月17日～18日 （平成7年）1995年8月19日～20日 （平成6年）1994年8月20日～21日

競技場名 ダイマツボウル（福島県） 台由ボウル（秋田県） 多賀城スターレーン（宮城県） ビッグハウス・スーパーレーン（岩手県） ワヤマボウル八戸（青森県）

3人チーム戦入賞者および得点

優勝

東北アルプス涌谷  8,778

桜井  良・吉田 千佳子・高柳 克巳

（宮城県）

柴田機工  9,051

柴田 健治・結城 一志・柴田 優治

（宮城県）

東北アルプス涌谷  8,670

吉田  勇・吉田 千佳子・林田 光雄

（宮城県）

三菱伸銅  8,589

高橋 武志・神田 修幸・成田 勝義

（福島県）

東北アルプス古川  8,834

中條 桂一・佐々木 浩章・池田  剛

（宮城県）

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

H/G

H/S

個人戦入賞者および得点

優勝
鈴木 英子  1,913

トキコ福島（福島県）

吉田 千佳子  1,888

東北アルプス涌谷（宮城県）

鈴木 英子  1,864

トキコ福島（福島県）

斉藤 千代久  1,848

郵政青森

斉藤 千代久  1,901

郵政青森

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

H/G

H/S

開催回数 第20回 第19回 第18回 第17回 第16回

開催日 （平成5年）1993年8月21日～22日 （平成4年）1992年8月22日～23日 （平成3年）1991年8月24日～25日 （平成2年）1990年9月1日～2日 （平成元年）1989年8月26日～27日

競技場名 空港ターミナルボウル（山形県） ダイマツボウル（福島県） 多賀城スターレーン（宮城県） ナミエボウル（福島県） 金満ボウリングセンター（秋田県）

3人チーム戦入賞者および得点

優勝

柴田機工  8,605

結城 一志・佐々木 敏明・柴田 健治

（宮城県）

柴田機工  8,605

柴田 健治・結城 一志・佐々木 敏明

（宮城県）

日本自動車交通  8,602

大友 節男・門間  守・山川 清道

（宮城県）

柴田機工  8,296

柴田 健治・結城 一志・佐々木 敏明

（宮城県）

仁政会杉山病院  8,532

畠山 英男・菊地 久美子・堀  勇

（秋田県）

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

H/G

H/S

個人戦入賞者および得点

優勝
幸林 周逸  1,847

青森市役所（青森県）

加藤 典博  1,854

盛岡赤十字病院（岩手県）

飯塚  隆  1,840

岩手県予防医学協会（岩手県）

幸林 周逸  1,804

青森市役所（青森県）

幸林 周逸  1,756

青森市役所（青森県）

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

H/G

H/S
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東北実業団選手権大会 栄光の記録

開催回数 第15回 第14回 第13回 第12回 第11回

開催日 （昭和63年）1988年8月27日～28日 （昭和62年）1987年6月6日～7日 （昭和61年）1986年7月5日～6日 （昭和60年）1985年10月12日～13日 （昭和59年）1984年7月28日～29日

競技場名 ビッグハウス・スーパーレーン（岩手県） 小牧ボウル（青森県） 金満ボウリングセンター（秋田県） 多賀城スターレーン（宮城県） ローズボウル山形（山形県）

3人チーム戦入賞者および得点

優勝

仁政会杉山病院  8,624

畠山 英男・菊地 久美子・堀  勇

（秋田県）

青森市役所  8,557

幸林 周逸・片川 秀雄・伴 広志

（青森県）

仁政会杉山病院  8,652

伝野 与三郎・佐々木 成造・堀  勇

（秋田県）

青森市役所  8,559

幸林 周逸・伴 広志・片川 秀雄

（青森県）

国鉄秋田  8,667

大川  正・加藤 正明・鈴木 久和

（秋田県）

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

H/G

H/S

個人戦入賞者および得点

優勝
堀  勇  1,868

仁政会杉山病院（秋田県）

結城 一志  1,841

柴田機工（宮城県）

永津 明典  1,858

日本自動車交通（宮城県）

佐々木 菊夫  1,804

国鉄盛岡（岩手県）

日景 徳文  1,796

国鉄秋田（秋田県）

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

H/G

H/S

開催回数 第10回 第9回 第8回 第7回 第6回

開催日 （昭和58年）1983年10月15日～16日 （昭和57年）1982年8月28日～29日 （昭和56年）1981年7月25日～26日 （昭和55年）1980年8月23日～24日 （昭和54年）1979年6月16日～17日

競技場名 金満ボウリングセンター（秋田県） 小牧ボウル（青森県） 青森ボウリングセンター（青森県） ローズボウル山形（山形県） 多賀台ボウル（青森県）

3人チーム戦入賞者および得点

優勝

青森市役所  8,072

幸林 周逸・片川 秀雄・成田 洋一

（青森県）

青森市役所  8,421

岩田  久・清野 正三・林 一雄

（青森県）

青森市役所  8,983

幸林 周逸・成田 洋一・片川 秀雄

清野 正三（青森県）

日本石油化工  8,179

保坂 悦男・伊藤 和夫・伊勢 尚三

浅見 国松（秋田県）

国鉄盛岡  8,653

佐々木 菊夫・千田 勝郎・千葉 明彦

古舘 勇光（岩手県）

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

H/G

H/S

個人戦入賞者および得点

優勝
武田 礼治  1,713

東北日本電気（岩手県）

赤間  正  1,722

黒沢通信工業（福島県）

幸林 周逸  1,778

青森市役所（青森県）

武田 礼治  1,650

東北日本電気（岩手県）

堀  勇  1,740

仁政会杉山病院（秋田県）

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

H/G

H/S
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東北実業団選手権大会 栄光の記録

開催回数 第5回 第4回 第3回 第2回 第1回

開催日 （昭和53年）1978年7月29日～30日 （昭和52年）1977年7月16日～17日 （昭和51年）1976年 月 日～ 日 （昭和50年）1975年10月18日～19日 （昭和49年）1974年10月19日～20日

競技場名 岩手ローズレーン（岩手県） ダイマツボウル（福島県） 秋田ヤングレーン（秋田県） 郡山エンゼルボウル（福島県）

3人チーム戦入賞者および得点

優勝

青森市役所  8,860

幸林 周逸・成田 洋一・岩田  久

清野 正三（青森県）

青森市役所  8,335

幸林 周逸・成田 洋一・岩田  久

清野 正三（福島県）

青森市役所  得点不明

幸林 周逸・成田 洋一・片川 秀雄

清野 正三（青森県）

新日本製鉄釜石  4,321

菊池  仁・佐藤 和典・佐々木 薫

八幡  均（岩手県）

青森市役所  4,135

幸林 周逸・成田 洋一・岩田  久

清野 正三（青森県）

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

H/G

H/S

個人戦入賞者および得点

優勝
佐藤 和典  1,798

新日本製鉄釜石（岩手県）

保坂 悦男  1,761

日本石油化工（秋田県）
不明

浅見 国松  1,149

日本石油化工（秋田県）

三上 倖三  1,176

八郎潟新農村建設事業団（秋田県）

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

H/G

H/S
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