
　　成　　績　　表　　 前半戦終了時点途中経過です
後半戦終了で成績確定します

大会期日；(前半戦)平成16年12月12日
(後半戦)平成17年 1月23日

競技場 ；盛岡市 ﾋﾞｯｸﾞﾊｳｽ･ｽｰﾊﾟｰﾚｰﾝ
参加人数；(前半戦)　　77名

●第7回岩手県年齢別ボウリング選手権大会　前半戦(9G)終了時点 (後半戦)　　名

☆10才代の部 ☆20才代の部
得点 得点

第 1位 岩　崎　敬　人 1,776 第 1位 外　山　了　一 岩手ユニオンボウル 1,697
第 2位 富　谷　伸　行 1,757 第 2位 大　橋　　学 (有)晴山刃物工具 1,644
第 3位 小野寺　亮　太 1,738 第 3位 中　村　真　一 宮崎商店 1,571

☆30才代の部 ☆40才代の部
得点 得点

第 1位 小笠原　由美子 ムラタ㈱ 1,853 第 1位 鈴　木　ゆかり 水沢市体育協会 1,827
第 2位 沼　田　　聡 岩手県学校生協 1,774 第 2位 木　村　　聡 1,804
第 3位 高　橋　久美子 アムコー岩手㈱ 1,773 第 3位 高　橋　宗　康 1,797

☆50才代の部 ☆60才以上の部
得点 得点

第 1位 伊　藤　　誠 花巻温泉 1,927 第 1位 丸　山　忠　夫 丸山板金 1,767
第 2位 藤　村　他可夫 清水建設㈱ 1,833 第 2位 大　倉　和　男 ㈱ベル開発 1,680
第 3位 栃　内　秀　士 1,807 第 3位 小笠原　ケイ子 盛岡市 1,546

●JBC会長杯第20回全日本年齢別競技大会選考会
☆10才代の部 ☆20才代の部

得点 得点
第 1位 富　谷　伸　行 1,757 第 1位 外　山　了　一 岩手ユニオンボウル 1,697
第 2位 小野寺　亮　太 1,738 第 2位 大　橋　　学 (有)晴山刃物工具 1,644

☆30才代の部 ☆40才代の部
得点 得点

第 1位 小笠原　由美子 ムラタ㈱ 1,853 第 1位 鈴　木　ゆかり 水沢市体育協会 1,827
第 2位 沼　田　　聡 岩手県学校生協 1,774 第 2位 木　村　　聡 1,804

☆50才代の部 ☆60才以上の部
得点 得点

第 1位 伊　藤　　誠 花巻温泉 1,927 第 1位 丸　山　忠　夫 丸山板金 1,767
第 2位 藤　村　他可夫 清水建設㈱ 1,833 第 2位 大　倉　和　男 ㈱ベル開発 1,680

※岩手県代表選手
山　崎　剛　志

大　橋　　学 (有)晴山刃物工具

阿　部　暁　美 (有)佐忠

高　橋　宗　康 増長寺

石　川　　明 盛岡市役所

佐々木　孝　造 佐々木製菓

本大会； JBC会長杯第20回全日本年齢別競技大会　平成17年2月4～6日　京都府

●文部科学大臣杯第43回全日本ボウリング選手権大会　第1次選考会(9G)
◎男子 ◎女子

得点 得点
第 1位 伊　藤　　誠 花巻温泉 1,927 第 1位 小笠原　由美子 ㈱ムラタ 1,718
第 2位 藤　村　他可夫 清水建設㈱ 1,833 第 2位 鈴　木　ゆかり 水沢市体育協会 1,692
第 3位 栃　内　秀　士 1,807 第 3位 山　田　真利子 盛岡市 1,661
第 4位 木　村　　聡 1,804 第 4位 高　橋　久美子 アムコー岩手㈱ 1,638
第 5位 高　橋　宗　康 1,797 第 5位 林　崎　淑　子 1,616
第 6位 沼　田　　聡 岩手県学校生協 1,774 第 6位 久　慈　順　子 小岩井乳業㈱ 1,604

本大会； 文部科学大臣杯第43回全日本ボウリング選手権大会 平成17年3月18～21日 男子；東京都，女子；神奈川県
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