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平成16年度　JBC主催大会
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

ＮＨＫ杯争奪第３８回全日本選抜ボウリング選手権大会 東 京 都 国分寺パークレーン 平成16年5月14日～16日 村上　斉 久慈順子

第１７回オールジャパンレディーストーナメント 大 阪 府 イーグルボウル 平成16年6月11日～13日 久慈順子 林　　潤 久慈順子 高橋絹子

第４１回東日本ボウリング選手権大会 東 京 都 ハタ・ボウリングセンター 平成16年6月25日～27日 菊池史和 沼田　聡 菊池史和 佐々木孝造 根田光朗

第２４回東日本シニアボウリング選手権大会 愛 知 県 稲沢グランドボウル 平成16年7月2日～4日 川原重治郎 川原重治郎 丸山忠夫 佐々木孝造 大倉和男

第２８回全日本中学ボウリング選手権大会 東 京 都 品川プリンスホテル 平成16年7月27日～28日 小野寺　功 小野寺亮太 菅原修明
ボウリングセンター

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 東 京 都 品川プリンスホテル 平成16年7月27日～28日 小野寺　功 山崎剛志 宇部　健 岡田伊織
第２８回全日本高校ボウリング選手権大会 ボウリングセンター

第３７回全日本新人ボウリング選手権大会 石 川 県 ジャンボボウル 平成16年9月3日～5日 菅野和郎 小原誠光 及川弘代 千葉美津子

第５９回国民体育大会（埼玉国体）ボウリング競技 埼 玉 県 新狭山グランドボウル 平成16年9月11日～14日 菊池史和 岩崎敬人 佐々木博幸 小笠原　賢 佐々木和夫

日本スポーツマスターズ２００４福島大会 福 島 県 ボウルアピア郡山 平成16年9月22日～26日 伊藤　誠 伊藤　誠 菅原和郎 川原重治郎 丸山忠夫
阿部トミエ 大平洋子 佐野峯英子 大橋絹子
男子４人チーム戦　第５位

第１７回全国スポーツレクリエーション祭スポレク福井２００４ 福 井 県 スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 平成16年10月2日～5日 阿部勝弘 小林恒雄 阿部勝弘 小林みち子 吉田千代子
個人戦男子５０歳代第８位 小林恒雄

第３７回全日本シニアボウリング選手権大会 兵 庫 県 神戸六甲ボウル 平成16年10月22日～24日 阿部トミエ 阿部トミエ 久慈順子

内閣総理大臣杯第３３回全国都道府県対抗選手権大会 岡 山 県 水島国際ボウリング会館 平成16年11月5日～7日 菊池史和 菊池史和 富谷伸行 菅原里江 紺野みかこ
（第６０回国体リハーサル大会）

第３３回全日本支部対抗ボウリング選手権大会 福 岡 県 博多スターレーン 平成17年1月28日～30日 黒澤　誠 黒澤　誠 大平洋子 丸山忠夫
佐々木和夫 昆野広秋

ＪＢＣ会長杯第１９回全日本年齢別ボウリング競技大会 京 都 府 しょうざんボウル 平成17年2月4日～6日 大橋　学 山崎剛志 大橋　学 石川　明 佐々木孝造

文部科学大臣杯代４３回全日本ボウリング選手権大会 東 京 都 品川プリンスホテル 平成17年3月18日～21日 山田浩幸 山田浩幸 藤田靖弘 沼田　聡
ボウリングセンター 伊藤博志 平中　薫 富谷伸行

文部科学大臣杯代４３回全日本ボウリング選手権大会 神 奈 川 新横浜プリンスホテル 平成17年3月18日～21日 久慈順子 久慈順子 高橋久美子 千葉美津子
ボウリングセンター

派 遣 選 手
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平成16年度　東北地区連合主催大会（1）
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

第２４回東北選抜ボウリング選手権大会 青 森 ワヤマボウル八戸 平成16年4月17日・18日 根田光朗 鈴木ゆかり 久慈順子 新沼幸枝 小笠原由美子
大平洋子 大橋絹子 小林みち子 高橋絹子
佐々木和夫 根田光朗 木村　　聡 伊藤　　誠
丸山忠夫 村上　　斉 沼田　　聡 工藤文彰
菅原和郎 川原重治郎 菅原和郎

入賞者
男子

個人H/G 木村　　聡 279
女子 ７Ｇ(+ﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ)

第３位 鈴木ゆかり 1,446(20)
第４位 久慈順子 1,401(50)

第３回東北中学生ボウリング選手権大会 岩 手 ビッグハウス　スーパーレーン 平成16年6月19日・20日 小野寺　功 小野寺亮太 菅原修明 吉田拓未 佐藤　翔
橘　皇徳 青田浩哉

入賞者
個人戦(１２Ｇ)

第１位 小野寺亮太 2,565
第５位 菅原修明 2,263

個人H/S 小野寺亮太 714

第３回東北高校生ボウリング選手権大会 岩 手 ビッグハウス　スーパーレーン 平成16年6月19日・20日 小野寺　功 山崎剛志 勝政　圭 宇部　健 佐々木敬明
菊池千佳子 山本彩加 松崎亜唯香

入賞者
女子個人H/G 松崎亜唯香 234
男子個人H/S 山崎剛志 703

第３１回東北総合体育大会 岩 手 ビッグハウス　スーパーレーン 平成16年7月16～18日 成年男子
兼平成１６年度国民体育大会東北ブロック大会 菊 池 史 和 岩崎敬人 佐々木博幸 小笠原　賢 佐々木和夫

成年女子
阿 部 勝 弘 佐藤明美 小笠原由美子 鈴木ゆかり 久慈順子

少年男子
富 谷 行 雄 山崎剛志 宇部　健

少年女子
阿 部 ト ミ エ 山本彩加 松崎亜唯香

団体戦(２４Ｇ)　成年男子
第４位 4,961

個人戦(６Ｇ)　成年男子ユース
第４位 岩崎敬人 1,307

個人戦(６Ｇ)　成年男子ミドル
第３位 佐々木博幸 1,310

個人戦(６Ｇ)　成年男子ハイミドル
第１位 小笠原　賢 1,325

個人戦(６Ｇ)　成年男子マスターズ
第６位 佐々木和夫 1,088

派 遣 選 手
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平成16年度　東北地区連合主催大会（2）
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

第３１回東北総合体育大会 岩 手 ビッグハウス　スーパーレーン 平成16年7月16～18日 団体戦(２４Ｇ)　成年女子
兼平成１６年度国民体育大会東北ブロック大会 第５位 4,280

個人戦(６Ｇ)　成年女子ユース
第３位 佐藤明美 1,168

個人戦(６Ｇ)　成年女子ミドル
第４位 小笠原由美子 1,092

個人戦(６Ｇ)　成年女子ハイミドル
第５位 鈴木ゆかり 1,085

個人戦(６Ｇ)　成年女子マスターズ
第１位 久慈順子 1,233

団体戦(１２Ｇ)　少年男子
第４位 2,306

個人戦(６Ｇ)　少年男子
第９位 山崎剛志 1,060
第10位 宇部　健 1,041

団体戦(１２Ｇ)　少年女子
第５位 1,998

個人戦(６Ｇ)　少年女子
第４位 松崎亜唯香 1,151
第12位 山本彩加 949

日本スポーツマスターズ２００４東北ブロック大会 福 島 ボウルアピア郡山 平成16年6月19日・20日 阿 部 勝 弘 伊藤　誠 菅原和郎 川原重治郎 丸山忠夫

阿部トミエ 大平洋子 佐野峯英子 大橋絹子

入賞者
男子２人チーム戦(１２Ｇ)

第４位　 川原重治郎、丸山忠夫 2,479
第６位　 伊藤　誠、菅原和郎 2,419

男子４人チーム戦(２４Ｇ) 第３位　4,727

女子２人チーム戦(１２Ｇ)
第１位　 大平洋子、阿部トミエ 2,372
第５位　 佐野峯英子、大橋絹子 2,023

女子４人チーム戦(２４Ｇ) 第４位　4,080
女子個人総合(１５Ｇ)

第１位　 阿部トミエ 2,903

第２６回東北社会人ボウリング選手権大会 山 形 山形ファミリーボウル 平成16年8月28日･29日 木 村 聡 佐々木和夫 小笠原　賢 伊藤　誠 木村　聡
菊池史和 薄衣純一 川原重治郎 伊藤博志
沼田　聡 丸山忠夫 山田浩幸 平中　薫
工藤文彰 鈴木　高 黒澤　誠 大橋　学
吉田勝弘 富谷伸行
小笠原由美子 久慈順子 佐野峯英子 新沼幸枝
大平洋子 鈴木ゆかり 阿部暁美

入賞者
女子　選手権者　久慈順子

派 遣 選 手
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平成16年度　東北地区連合主催大会（3）
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

第３１回東北ボウリング選手権大会 秋 田 台由ボウル 平成16年10月16日･17日 阿 部 勝 弘 伊藤博志 村上　斉 黒澤　誠 伊藤　誠
沼田　聡 小野寺亮太 菊池英明 木村　聡
山崎剛志 坂本　貢 富谷伸行 川原重治郎
小笠原由美子 久慈順子 大平洋子 新沼幸枝
菅原里江 阿部トミエ 阿部暁美 藤　　　潤

第３１回東北実業団ボウリング選手権大会 福 島 ボウルアピア郡山 平成16年11月13日・14日 根 田 光 朗 盛岡赤十字病院
小山田節子 佐々木　恵 根田光朗
細井義行 阿部光子 毛利明子
ＪＲ東日本盛岡
高橋良典 村上正昭
ＮＥＣ東北
武田礼治 高橋宗義 千葉清一 岩渕洋人
ＳＭＣ釜石
坂本　貢
岩手県予防医学協会
鈴木和彦 川端寿行 鈴木　等
北舘潤一 一 方 井 正 宏 神　崇尋
高橋光洋 鎌田　渉 金濱雄悦
久慈市役所
中新井田　理 嵯峨京子 皆川隆夫 崎山公章

入賞者
団体戦(２１Ｇ)第６位 岩手県予防医学協会
鈴木和彦 川端寿行 鈴木　等 5,068
団体戦チームハイシリーズ 岩手県予防医学協会
鈴木和彦 川端寿行 鈴木　等 1,855

第２４回東北シニアボウリング選手権大会 宮 城 多賀城スターレーン 平成16年12月4日・5日 久 慈 順 子 佐々木和夫 丸山忠夫 畑福孝康 大平恵介
菊池巳之吉 佐々木孝造
小笠原ケイ子 久慈順子

入賞者
女子個人戦(６Ｇ)

第１位 久慈順子 1,266
男子２人チーム戦(１２Ｇ)

第２位 佐々木和夫、丸山忠夫 2,521
男子個人総合(１５Ｇ)

第３位 丸山忠夫 3,188
女子個人総合(１５Ｇ)

選手権者 久慈順子 2,934

派 遣 選 手
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（1）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

(１８Ｇ)
ＩＢＣ杯第２２回岩手県２人チーム選手権大会 JT03-01 キャニオンボウル 平成１６年４月４日 １２０名 １位:矢巾B 小笠原由美子 阿部トミエ 3,810

２位:花巻A 大平恵介 伊藤　誠 3,745
３位:ｽｰﾊﾟｰG 加藤典博 小山田節子 3,698
４位:ｽﾀｰD 新沼幸枝 黒澤　誠 3,645
５位:水沢A 鈴木ゆかり 木村　聡 3,612
６位:一関A 束稲知司 束稲正子 3,543
個人H/G 大平恵介 277
個人H/S 伊藤博志 678

兼第３１回東北総合体育大会第4次選考会 男子の部 (３０Ｇ)
ユース 第１位 岩崎敬人 5,977

第２位 富谷伸行 5,574
ミドル 第１位 沼田　聡 6,054

第２位 佐々木博幸 6,000
ハイミドル 第１位 小笠原　賢 6,169

第２位 菊池英明 6,025
マスターズ 第１位 伊藤　誠 6,119

第２位 佐々木和夫 6,049
女子の部

ユース 第１位 佐藤明美 4,985

ミドル 第１位 小笠原由美子 5,847
第２位 紺野みかこ 5,325

ハイミドル 第１位 鈴木ゆかり 5,768
第２位 山田真利子 5,079

マスターズ 第１位 久慈順子 5,609
第２位 小林みち子 5,269

兼第１７回オールジャパンレディストーナメント選考会 ヤングレディス(４４歳以下) (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,201
第２位 鈴木ゆかり 1,100

一般レディス(４５～５９歳)
第１位 小山田節子 1,181
第２位 久慈順子 1,105

シニアレディス(６０歳以上)
第１位 高橋絹子 1,027
第２位 岩崎京子 1,016

第３１回東北総合体育大会少年第１次選考会 JT03-03 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１６年４月１１日 １１名 男子の部 (９Ｇ)
第１位 山崎剛志 1,841
第２位 富谷頼行 1,650
第３位 宇部　健 1,628

女子の部
第１位 松崎亜唯香 1,586
第２位 岡田伊織 1,477
第３位 山本彩加 1,414

入 賞 者
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（2）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第３１回東北総合体育大会最終選考会 JT03-02 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１６年４月１０日･１１日 １８名 男子の部
平成１６年４月２４日･２５日 ユース 岩崎敬人 4,848 (２４Ｇ)

ユース 大橋　学 4,669 (２４Ｇ)
ユース 富谷伸行 4,230 (２４Ｇ)
ミドル 佐々木博幸 5,117 (２４Ｇ)
ミドル 黒澤　誠 5,072 (２４Ｇ)
ミドル 沼田　聡 4,818 (２４Ｇ)

ハイミドル 小笠原　賢 5,025 (２４Ｇ)
ハイミドル 高橋宗康 4,592 (２４Ｇ)
ハイミドル 菊池英明 4,518 (２４Ｇ)
マスターズ 佐々木和夫 4,610 (２４Ｇ)
マスターズ 伊藤　誠 2,268 (１１Ｇ)

女子の部
ユース 佐藤明美 4,302 (２４Ｇ)
ミドル 小笠原由美子 4,642 (２４Ｇ)
ミドル 阿部暁美 4,156 (２４Ｇ)

ハイミドル 鈴木ゆかり 4,513 (２４Ｇ)
ハイミドル 大平洋子 4,244 (２４Ｇ)
マスターズ 久慈順子 3,576 (１８Ｇ)
マスターズ 小林みち子 3,991 (２４Ｇ)

第６回岩手県中学･高校ボウリング選手権大会 JT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１６年５月９日 １６名 中学生男子の部 (９Ｇ)
第１位 小野寺亮太 1,687
第２位 菅原修明 1,652
第３位 佐藤　翔 1,563

高校生男子の部
第１位 宇部　健 1,678
第２位 山崎剛志 1,660
第３位 佐々木敬明 1,605

高校生女子の部
第１位 松崎亜唯香 1,446
第２位 岡田伊織 1,445
第３位 山本彩加 1,301

兼第３１回東北総合体育大会少年最終選考会 男子の部 (１８Ｇ)
第１位 山崎剛志 3,501
第２位 宇部　健 3,306

女子の部
第１位 松崎亜唯香 3,032
第２位 岡田伊織 2,812

入 賞 者
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（3）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

岩手県ボウリング連盟主催記録会 JT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１６年５月９日 ７０名 男子の部 (９Ｇ)
第１位 伊藤　誠 2,091
第２位 工藤文彰 2,041
第３位 村上　斉 1,990
第４位 川原重治郎 1,967
第５位 木村　聡 1,966
第６位 佐々木和夫 1,938

個人H/G 栃内秀士 300
個人H/S 栃内秀士 763
女子の部

第１位 小笠原由美子 1,765
第２位 阿部トミエ 1,725
第３位 久慈順子 1,722
第４位 鈴木ゆかり 1,670
第５位 林崎淑子 1,568
第６位 小笠原ケイ子 1,548

個人H/G 阿部トミエ 244
個人H/S 鈴木ゆかり 636

日本スポーツマスターズ２００４選考会 男子代表選手
伊藤　誠 川原重治郎 菅原和郎 丸山忠夫
女子代表選手
阿部トミエ 大平洋子 佐野峯英子 大橋絹子

第２４回東日本シニア選手権大会選考会 男子代表選手
川原重治郎 丸山忠夫 佐々木孝造 大倉和男
女子代表選手
佐野峯英子 小林みち子

第３７回全日本新人選手権大会選考会 男子代表選手
小原誠光
女子代表選手
千葉美津子

第４１回東日本選手権大会選考会 男子代表選手
沼田　聡 菊池史和 佐々木孝造 根田光朗

第１６回岩手県実業団ボウリング選手権大会 JT03-06 盛岡スターレーン 平成１６年５月２３日 ２４名 決勝シュートアウト１回戦(１Ｇ×３)
８チーム 岩手県予防医学協会A 520

NEC東北 531
岩手県予防医学協会B 445
決勝シュートアウト２回戦(１Ｇ×３)
JR東日本盛岡A 519
久慈市役所 511
NEC東北 503
決勝シュートアウト決勝戦(１Ｇ×３)
JR東日本盛岡A 519
盛岡赤十字病院 543

入 賞 者
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（4）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第１６回岩手県実業団ボウリング選手権大会 JT03-06 盛岡スターレーン 平成１６年５月２３日 ２４名 団体戦
８チーム 第１位 盛岡赤十字病院

小山田節子 佐々木　恵 根田光朗
第２位 JR東日本盛岡A

村上正昭 畠山　守 中村栄治
第３位 久慈市役所

中新井田　理 嵯峨京子 皆川隆夫
第４位 NEC東北

武田礼治 岩渕洋人 千葉清一
第５位 岩手県予防医学協会A

鈴木和彦 鈴木　等 飯塚　隆
第６位 岩手県予防医学協会B

北舘潤一 鎌田　渉 一方井正宏
チームH/G 久慈市役所 647

中新井田　理 嵯峨京子 皆川隆夫
チームH/S 久慈市役所 1,836

中新井田　理 嵯峨京子 皆川隆夫

個人戦 (９Ｇ)
第１位 村上正昭 JR東日本盛岡 1,777
第２位 中新井田　理 久慈市役所 1,742
第３位 小山田節子 盛岡赤十字病院 1,717
第４位 根田光朗 盛岡赤十字病院 1,712
第５位 佐々木　恵 盛岡赤十字病院 1,702
第６位 畠山　守 JR東日本盛岡 1,680

個人H/G 村上正昭 JR東日本盛岡 245
個人H/S 中新井田　理 久慈市役所 678

第１５回岩手県社会人ボウリング選手権大会 JT03-07 盛岡スターレーン 平成１６年６月６日 ６２名 男子決勝トーナメント
第１位 小笠原　賢
第２位 佐々木博幸
第３位 伊藤　誠
第４位 木村　聡
第５位 佐々木和夫
第６位 栃内秀士

個人H/G 小笠原　賢 300
個人H/S 菊池史和 725

女子決勝トーナメント
第１位 大橋絹子
第２位 高橋絹子
第３位 久慈順子
第４位 小笠原由美子
第５位 佐野峯英子
第６位 小笠原ケイ子

個人H/G 大平洋子 247
個人H/S 小笠原由美子 654

入 賞 者
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（5）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

兼第２６回東北社会人ボウリング選手権大会県選考会 JT03-07 盛岡スターレーン 平成１６年６月６日 ６２名 男子 (９Ｇ)
第１位 佐々木和夫 1,952
第２位 小笠原　賢 1,893
第３位 伊藤　誠 1,881
第４位 佐々木博幸 1,847
第５位 木村　聡 1,816
第６位 菊池英明 1,803

女子
第１位 小笠原由美子 1,809
第２位 高橋絹子 1,747
第３位 久慈順子 1,687
第４位 小笠原ケイ子 1,668
第５位 佐野峯英子 1,650
第６位 大橋絹子 1,637

第５６回岩手県民体育大会 JT03-08 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１６年７月３日・４日 １７３名 団体戦(36G) 市の部
1位：水沢市 7,447

2位：盛岡市 6,955

3位：北上市 6,784

4位：久慈市 6,772

5位：遠野市 6,722

6位：花巻市 6,720

7位：陸前高田市      6,653

8位：釜石市 6,627

団体戦(36G) 町村の部
1位：滝沢村 7,186

2位：矢巾町 7,145

3位：花泉町 6,782

4位：平泉町 6,677

5位：雫石町 6,654

6位：玉山村 6,492

7位：岩手町 6,441

8位：金ヶ崎町 6,381

沼田信男・助川公一・佐々木信夫・沼田秀世

丹内 忠・中村真一・外山了一・山口忠司

藤原将臣・鈴木 薫・菅原和郎・大石勝男

及川勝幸・藤倉邦男・佐藤 誠・沼田 聡

千葉 周・今野公一・千葉 司・加藤弘治

小岩 信・束稲知司・小野寺 章・束稲正子

吉田勝弘・佐野峯英子・大塚 徹・久慈順子

菊池巳之吉・菊池 進・菊池 晃・菊池史和

城守和幸・畑福孝康・大平恵介・伊藤 誠

田代一宏・佐藤 実・白江百合子・白江達夫

阿部暁美・坂本 貢・久保 勝・千葉達夫

菊池英明・金山秀敏・鈴木ゆかり・木村　聡

栃内秀士・山崎剛志・黒澤　誠・赤澤　清

小國孝喜・伊藤博志・林崎淑子・高橋和生

皆川隆夫・中新井田 理・瀬野重信・岩山文雄

入 賞 者

高橋文和・稲垣譲治・阿部トミエ・阿部勝弘
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（6）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第５６回岩手県民体育大会 JT03-08 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１６年７月３日・４日 １７３名 年齢別個人戦（男女混合）(９Ｇ)
２９才以下

第１位 大橋　学 久慈市 1,883
第２位 山崎剛志 盛岡市 1,823
第３位 佐藤信也 水沢市 1,741

３０才代
第１位 中新井田　理 久慈市 1,913
第２位 沼田　　聡 滝沢村 1,878
第２位 黒澤　　誠 盛岡市 1,768

４０才代
第１位 木村　聡 水沢市 2,028
第２位 鈴木　高 盛岡市 2,011
第３位 大塚　徹 雫石町 1,887

５０才以上
第１位 栃内秀士 盛岡市 1,983
第２位 佐藤和典 釜石市 1,975
第３位 田代　猛 大船渡市 1,959

第２０回岩手県知事杯争奪ボウリング選手権大会 JT03-09 キャニオンボウル 平成１６年８月８日 ７２名 決勝パラマス方式
男子
決勝戦 伊藤　誠 214-166 伊藤博志
３位決定戦 伊藤　誠 219-173 黒澤　誠

第１位 伊藤　誠
第２位 伊藤博志
第３位 黒澤　誠
第４位 山崎剛志
第５位 田代　猛
第６位 小野寺亮太

女子
決勝戦 小笠原由美子 225-163 小笠原ケイ子
３位決定戦 小笠原ケイ子 202-176 高橋絹子

第１位 小笠原由美子
第２位 小笠原ケイ子
第３位 高橋絹子
第４位 久慈順子
第５位 大平洋子
第６位 阿部トミエ

兼第３１回東北選手権大会第１次選考会 男子の部 (６Ｇ)
第１位 伊藤博志 1,297
第２位 黒澤　誠 1,198
第３位 伊藤　誠 1,192
第４位 菊池英明 1,168
第５位 村上　斉 1,159
第６位 小笠原　賢 1,158

入 賞 者
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（7）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

兼第３１回東北選手権大会第１次選考会 JT03-09 キャニオンボウル 平成１６年８月８日 ７２名 女子の部 (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子1,201
第２位 久慈順子 1,122
第３位 大平洋子 1,103
第４位 高橋絹子 1,074
第５位 小笠原ケイ子1,062
第６位 阿部暁美 1,024

第１回岩手県シニア選手権大会 JT03-10 水沢ジャンボボウル 平成１６年８月２２日 ３２名 ２人チーム戦 (１２Ｇ)
第１位 佐々木和夫 小笠原ケイ子 2,326
第２位 阿部トミエ 阿部勝弘 2,284
第３位 加藤典博 斉藤純一 2,249
第４位 栃内秀士 大倉和男 2,215
第５位 大橋絹子 久慈順子 2,206
第６位 高橋絹子 小原勝弘 2,198

個人H/G 久慈順子 249
個人H/S 阿部勝弘 672

男子総合 (９Ｇ)
第１位 佐々木和夫 1,816
第２位 丸山忠夫 1,790
第３位 阿部勝弘 1,749
第４位 伊藤　誠 1,711
第５位 栃内秀士 1,708
第６位 斉藤純一 1,691

女子総合
第１位 久慈順子 1,809
第２位 高橋絹子 1,766
第３位 小笠原ケイ子 1,737

兼第２３回東北シニア選手権大会選考会 男子 (６Ｇ)
第１位 阿部勝弘 1,220
第２位 丸山忠夫 1,183
第３位 佐々木和夫 1,174
第４位 栃内秀士 1,135
第５位 菊池巳之吉 1,131
第６位 畑福孝康 1,128

女子 (６Ｇ)
第１位 久慈順子 1,105
第２位 高橋絹子 1,090
第３位 小笠原ケイ子 1,062
第４位 佐野峯英子 980
第５位 阿部トミエ 974
第６位 大橋絹子 921

入 賞 者
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（8）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

７Ｇ (+ﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ)
第１６回岩手県連会長杯争奪ボウリング選手権大会 JT03-11 盛岡スターレーン 平成１６年９月５日 ７７名 第１位 佐藤　誠 1,628(45)

第２位 小林恒雄 1,566(50)
第３位 村上　斉 1,559(30)
第４位 小笠原ケイ子 1,544(50)
第５位 沼田　聡 1,549(40)
第６位 小野寺亮太 1,536(50)

個人H/G 沼田　聡 267
個人H/S 村上　斉 750

兼第３３回全国都道府県対抗選手権大会選考会 男子の部 (６Ｇ)
(国体リハーサル大会) 第１位 佐藤　誠 1,336

第２位 村上　斉 1,318
女子の部

第１位 久慈順子 1,177
第２位 鈴木ゆかり 1,155

兼第３１回東北選手権大会最終選考会 男子の部 (１２Ｇ)
第１位 伊藤博志 2,546
第２位 村上　斉 2,477
第３位 黒澤　誠 2,465
第４位 伊藤　誠 2,389
第５位 沼田　聡 2,359
第６位 小野寺亮太 2,350

女子の部
第１位 小笠原由美子 2,353
第２位 久慈順子 2,269
第３位 大平洋子 2,143
第４位 小笠原ケイ子 2,126
第５位 新沼幸枝 2,121
第６位 高橋絹子 2,102

第１９回岩手県支部対抗ボウリング選手権大会 JT03-12 盛岡スターレーン 平成１６年１０月３日 ６０名 決勝ベーカー方式トーナメント
兼第３３回全日本支部対抗選手権大会選考会 １２チーム １位:盛岡スターＢ

２位：盛岡ｽｰﾊﾟｰＡ

３位：盛岡スターＡ

４位：盛岡ｽｰﾊﾟｰB

５位：遠野

６位：メイク

個人H/G 大平洋子 284
個人H/S 高橋宗康 730

栃内秀士・山田真利子・松生　誠・大倉和男・赤澤　清

入 賞 者

新沼幸枝・小船悦子・大平洋子・佐々木和夫・丸山忠夫

小野寺亮太・佐々木盛徳・小笠原ケイ子・黒澤　誠・久慈順子

工藤文彰・山崎剛志・鈴木　高・根田光朗・村上　斉

紺野みかこ・菊池　進・佐々木高弘・滝沢和夫・菊池史和

大橋　学・藤　　潤・佐々木孝造・阿部暁美・坂本　貢
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（9）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第３１回岩手県ボウリング選手権大会 JT03-13 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１６年１１月２８日 １２８名 男子個人総合 (１２Ｇ)
第１８回全国スポーツ・レクリエーション祭 第１位 工藤文彰 2,622

スポレクいわて２００５リハーサル大会 第２位 小笠原　賢 2,610
第３位 村上　斉 2,585
第４位 佐々木和夫 2,551
第５位 鈴木　高 2,551
第６位 佐藤　誠 2,501

男子個人戦 (６Ｇ)
第１位 小笠原　賢 1,367
第２位 川原重治郎 1,275
第３位 沼田　聡 1,268
第４位 村上　斉 1,261
第５位 城守和幸 1,252
第６位 佐々木和夫 1,239

男子２人チーム戦 (６Ｇ)
1位：ｽｰﾊﾟｰA 工藤文彰 村上　斉 1,375
2位：ｽｰﾊﾟｰC 鈴木　高 根田光朗 1,339
3位：ｽﾀｰC 佐藤　誠 黒澤　誠 1,229
4位：ｽﾀｰB 小野寺亮太 佐々木和夫 1,228
5位：花巻A 大平恵介 伊藤　誠 1,212
6位：水沢B 佐藤信也 菊池英明 1,199

男子個人H/G 佐藤　誠 299
男子個人H/S 根田光朗 707

女子個人総合 (１２Ｇ)
第１位 久慈順子 2,383
第２位 鈴木ゆかり 2,282
第３位 小笠原由美子 2,214

女子個人戦 (６Ｇ)
第１位 久慈順子 1,172
第２位 鈴木ゆかり 1,124
第３位 束稲正子 1,105

女子2人チーム戦 (６Ｇ)
1位：ｽﾀｰA 小笠原ケイ子 久慈順子 1,175
2位：水沢A 高橋久美子 鈴木ゆかり 1,170
3位：ｽｰﾊﾟｰA 小山田節子 佐々木　恵 1,169

女子個人H/G 久慈順子 245
女子個人H/S 久慈順子 650

入 賞 者
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（10）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第７回岩手県年齢別ボウリング選手権大会 JT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１６年１２月１２日 ７７名 １０才代 (１８Ｇ)
平成１７年１月２３日 ７８名 第１位 岩崎敬人 3,732

第２位 宇部　健 3,632
第３位 小野寺亮太 3,569

２０才代
第１位 中村真一 3,347
第２位 大橋　学 3,319
第３位 外山了一 3,244

３０才代
第１位 沼田　聡 3,786
第２位 小笠原由美子 3,763
第３位 高橋久美子 3,678

４０才代
第１位 木村　聡 3,739
第２位 鈴木ゆかり 3,724
第３位 高橋宗康 3,682

５０才代
第１位 伊藤　誠 3,724
第２位 藤村他可夫 3,684
第３位 佐々木和夫 3,609

６０才以上
第１位 丸山忠夫 3,539
第２位 大倉和男 3,237
第３位 佐々木孝造 3,045

個人H/G 沼田　聡 300
個人H/S 沼田　聡 793

兼第４３回全日本選手権大会県選考会 男子 (１８Ｇ)
第１位 沼田　聡 3,786
第２位 木村　聡 3,781
第３位 伊藤　誠 3,724
第４位 藤村他可夫 3,684
第５位 高橋宗康 3,682
第６位 宇部　健 3,632

女子
第１位 小笠原由美子 3,493
第２位 鈴木ゆかり 3,453
第３位 高橋久美子 3,408
第４位 新沼幸枝 3,238
第５位 大平洋子 3,202
第６位 阿部暁美 3,176

入 賞 者
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（11）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

兼第２０回ＪＢＣ会長杯全日本年齢別競技大会県選考会 JT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１６年１２月１２日 ７７名 １０才代 (９Ｇ)
第１位 富谷伸行 1,757
第２位 小野寺亮太 1,738

２０才代
第１位 外山了一 1,697
第２位 大橋　学 1,644

３０才代
第１位 小笠原由美子 1,853
第２位 沼田　聡 1,774

４０才代
第１位 鈴木ゆかり 1,827
第２位 木村　聡 1,804

５０才代
第１位 伊藤　誠 1,927
第２位 藤村他可夫 1,833

６０才以上
第１位 丸山忠夫 1,767
第２位 大倉和男 1,680

兼第３２回東北総合体育大会第１次選考会 JT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１７年１月２３日 ７８名 成年男子
ユース (９Ｇ)

第１位 岩崎敬人 1,956
第２位 大橋　学 1,675

ミドル
第１位 黒澤　誠 1,796
第２位 中村真一 1,776

ハイミドル
第１位 沼田　聡 2,012
第２位 木村　聡 1,977

マスターズ
第１位 佐々木和夫 1,911
第２位 藤村他可夫 1,851

成年女子
ユース

第１位 佐藤明美 1,459
ミドル

第１位 小笠原由美子 1,775
第２位 新沼幸枝 1,637

ハイミドル
第１位 高橋久美子 1,770
第２位 鈴木ゆかり 1,762

マスターズ
第１位 阿部トミエ 1,826
第２位 小林みち子 1,445

入 賞 者
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（12）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

岩手日報杯第２０回岩手県３人チームボウリング選手権大会 JT03-15 盛岡スターレーン 平成１７年２月１３日 ９０名 団体戦(２７Ｇ)
３０ﾁｰﾑ 1位：矢巾A

小笠原　賢 阿部トミエ 阿部勝弘
2位：ｽﾀｰA

黒澤　誠 小笠原ケイ子 久慈順子
3位：花巻A

城守和幸 大平恵介 伊藤　誠
4位：ｽﾀｰB

佐々木和夫 大平洋子 丸山忠夫
5位：水沢A

鈴木ゆかり 高橋久美子 菊池英明
6位：紫波

簗田幸司 佐々木純子 山田浩幸
個人H/G 大平恵介 290
個人H/S 鈴木ゆかり 754

兼第３２回東北総合体育大会第２次選考会 成年男子
ユース (１５Ｇ)

第１位 岩崎敬人 3,122
第２位 大橋　学 2,842

ミドル
第１位 黒澤　誠 2,993
第２位 及川勝幸 2,867

ハイミドル
第１位 木村　聡 3,168
第２位 高橋宗康 3,164

マスターズ
第１位 佐々木和夫 3,134
第２位 藤村他可夫 3,079

成年女子
ユース

第１位 佐藤明美 2,501
ミドル

第１位 小笠原由美子 2,953
第２位 阿部暁美 2,624

ハイミドル
第１位 鈴木ゆかり 3,037
第２位 高橋久美子 2,874

マスターズ
第１位 阿部トミエ 3,073
第２位 小林みち子 2,536

5,609

5,604

5,539

5,532

入 賞 者

5,298

5,434
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平成16年度　事業報告　県連盟主催大会（13）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第１８回岩手県４人チームボウリング選手権大会 JT03-16 水沢ジャンボボウル 平成１７年３月６日 ８８名 団体戦(３６Ｇ)
２２チーム 1位:水沢A 7,325

佐々木博幸 高橋久美子 鈴木ゆかり 菊池英明
2位：ｽﾀｰB 7,219
佐々木和夫 藤村他可夫 黒澤　誠 丸山忠夫
3位：ｽﾀｰA 7,185
新沼幸枝 大平洋子 小笠原ケイ子 久慈順子
4位：矢巾B 7,027
小笠原由美子 小林みち子 中村真一 助川公一
5位：矢巾A 6,979
阿部トミエ 奥富政雄 小林恒雄 阿部勝弘
6位：ﾒｲｸ盛岡 6,954
岩崎敬人 工藤文彰 鈴木　高 根田光朗

個人H/G 小笠原由美子 283
個人H/S 小笠原由美子 727

兼第３２回東北総合体育大会第３次選考会 成年男子
ユース (２１Ｇ)

第１位 岩崎敬人 4,278
第２位 大橋　学 3,905

ミドル
第１位 黒澤　誠 4,213
第２位 根田光朗 3,986

ハイミドル
第１位 木村　聡 4,403
第２位 沼田　聡 4,383

マスターズ
第１位 藤村他可夫 4,225
第２位 佐々木和夫 4,194

成年女子
ミドル

第１位 小笠原由美子 4,210
第２位 阿部暁美 3,700

ハイミドル
第１位 鈴木ゆかり 4,150
第２位 高橋久美子 3,922

マスターズ
第１位 阿部トミエ 4,128
第２位 小林みち子 3,584

入 賞 者
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