
平成17年度　JBC主催大会（１）
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

ＮＨＫ杯争奪第３９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17年5月13日～15日 沼田　聡

第１８回オールジャパンレディーストーナメント 山 形 県 山形ファミリーボウル 平成17年6月17日～19日 久慈順子 小笠原由美子 鈴木ゆかり 久慈順子 大平洋子
新沼幸枝 加藤悦子
【入賞】
ヤングの部 第5位 小笠原由美子
ミドルの部 第5位 久慈順子

第４２回東日本ボウリング選手権大会 北 海 道 綜合レジャーサンコーボウル 平成17年6月24日～26日 大平恵介 大平恵介 藤田靖弘 千葉恭一 山田浩幸

第３８回全日本シニアボウリング選手権大会 東 京 都 品川プリンスホテルＢ/Ｃ 平成17年7月1日～3日 大平恵介 小林恒雄 大平恵介 久慈順子 小林みち子

第２９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Ｂ/Ｃ 平成17年7月26日～27日 菅原里江 菅原修明

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ争奪 東 京 都 品川プリンスホテルＢ/Ｃ 平成17年7月26日～27日 菅原里江 小野寺亮太 宇部　健
第２９回全日本高校ボウリング選手権大会

第６０回国民体育大会（岡山国体）ボウリング競技 岡 山 県 水島国際ボウリング会館 平成17年9月9日～13日 阿部勝弘 米澤結香 小笠原由美子 鈴木ゆかり 阿部トミエ
富谷行雄 宇部　健 小野寺亮太

【入賞】
ミドルの部 第2位 小笠原由美子

日本スポーツマスターズ２００５富山大会 富 山 県 富山地鉄ゴールデンボウル 平成17年9月22日～25日 大平恵介 佐々木和夫 丸山忠夫 大平恵介 小林恒雄
久慈順子 久慈順子 小林みち子 大平洋子 大橋絹子

【入賞】
2人チーム戦 第6位 佐々木和夫 丸山忠夫
2人チーム戦 第7位 大平恵介 小林恒雄
女子選手権者 久慈順子

第１８回全国スポーツレクリエーション祭スポレクいわて２００５ 岩 手 県 ビッグハウス　スーパーレーン 平成17年10月2日～4日 菊池巳之吉 佐々木和夫 小林みち子 丸山忠夫 小笠原ケイ子
赤澤　清 佐野峯英子 大倉和男 菅原登美子
石川　明 大橋絹子 佐々木孝造 吉田千代子
【入賞】
混合4人チーム戦 第7位

佐々木和夫 小林みち子 丸山忠夫 小笠原ケイ子
60歳以上混合2人チーム戦 第1位

丸山忠夫 小笠原ケイ子
個人戦50歳代男子 第7位 赤澤　清
個人戦60歳以上男子 第5位 丸山忠夫

第３８回全日本新人ボウリング選手権大会 京 都 府 しょうざんボウル 平成17年10月21日～23日 菅原里江 菅原修明 菅野和郎
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平成17年度　JBC主催大会（２）
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

内閣総理大臣杯争奪第３４回全国都道府県対抗選手権大会 兵 庫 県 神戸六甲ボウル 平成17年11月10日～13日 山田浩幸 千葉恭一 山田浩幸 菅原里江 千葉美津子
（第６１回国体リハーサル大会）

第８回アジアシニア選手権大会 中華台北 トップワンボウリングセンター 平成17年11月25日～29日 久慈順子
【入賞】
女子２人チーム戦 第1位
女子４人チーム戦 第2位

文部科学大臣杯争奪第１２回全国高等学校対抗選手権大会 神奈川県 川崎Ａボウル 平成17年12月23日～25日 猿川温久 勝政　圭 宇部　健

第３４回全日本支部対抗ボウリング選手権大会 大 阪 府 イーグルボウル 平成18年1月27日～29日 黒澤　誠 黒澤　誠 昆野広秋 吉田勝弘
富谷頼行 高橋弘次

ＪＢＣ会長杯第２１回全日本年齢別ボウリング競技大会 東 京 都 ハタ・ボウリングセンター 平成18年2月3日～5日 菊池史和 小野寺亮太 大橋　学 村上　斉 菊池史和
久慈順子 佐々木孝造
【入賞】
50歳代の部 第1位 久慈順子

第３７回全日本大学個人選手権大会 東 京 都 田町ハイレーン 平成18年2月24日～26日 富谷伸行 富谷頼行

文部科学大臣杯争奪第４４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Ｂ/Ｃ 平成18年3月18日～21日 沼田　聡 岩崎敬人 及川勝幸 沼田　聡 山田浩幸
伊藤博志 富谷伸行

文部科学大臣杯争奪第４４回全日本ボウリング選手権大会 神奈川県 新横浜プリンスホテルＢ/Ｃ 平成18年3月18日～21日 久慈順子 久慈順子 高橋久美子 菅原里江 小山田真弓
及川弘代 小林みち子
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平成17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２５回東北選抜ボウリング選手権大会 宮 城 多賀城スターレーン 平成17年4月16日～17日 木村　聡 久慈順子 鈴木ゆかり 大平洋子 小笠原由美子
丸山忠夫 佐々木和夫 伊藤　誠 菅原和郎
小笠原　賢 佐々木博幸 鈴木和彦 川端寿行
小野寺亮太 菅原修明 工藤文彰
【入賞】
女子第２位 久慈順子
女子第４位 小笠原由美子
男子第２位 小笠原　賢

第10回東北実業団交流競技大会 宮 城 C-BIC仙台 平成17年5月7日～8日 武田礼治 岩手県予防医学協会
鈴木和彦 一方井正宏 鈴木　等
金濱雄悦 勝政　亮 鎌田　渉
NEC東北
武田礼治 岩渕洋人 千葉清一 高橋宗義
【入賞】
第５位 予防医学協会A
鈴木和彦 一方井正宏 鈴木　等
第６位 NEC東北
武田礼治 岩渕洋人 千葉清一 高橋宗義

第４回東北中学高校生ボウリング選手権大会 秋 田 台由ボウル 平成17年5月21日～22日 菊池史和 山崎剛志 勝政　圭 宇部　健 佐々木敬明
菊池千佳子 菊地　葵 小野寺亮太
【入賞】
高校生男子第６位 小野寺亮太

第３２回東北総合体育大会 秋 田 台由ボウル 平成17年7月15～17日 成年男子
兼平成１７年度国民体育大会東北ブロック大会 根田光朗 岩崎敬人 黒澤　誠 沼田　聡 伊藤　誠

成年女子
阿部勝弘 米澤結香 小笠原由美子 鈴木ゆかり 阿部トミエ

少年男子
富谷行雄 宇部　健 小野寺亮太

少年女子
菊池史和 菊池千佳子 菊地　葵

【入賞】
成年男子ユース第２位 岩崎敬人
成年男子ミドル第３位 黒澤　誠
成年女子団体第３位
成年女子ミドル第２位 小笠原由美子
成年女子マスターズ第１位 阿部トミエ
少年男子団体第２位
少年男子個人第２位 小野寺亮太
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平成17年度　東北地区連合主催大会（2）
大 会 名 主 管 会 場 期 日 監 督

日本スポーツマスターズ２００５東北ブロック大会 青 森 ゆりの木ボウル 平成17年7月30～31日 大平恵介 佐々木和夫 丸山忠夫 大平恵介 小林恒雄
久慈順子 小林みち子 大平洋子 大橋絹子
【入賞】
男子４人チーム第１位
男子２人チーム第１位 大平恵介 小林恒雄
男子２人チーム第２位 佐々木和夫 丸山忠夫
男子個人総合第１位 佐々木和夫
男子個人総合第６位 丸山忠夫
女子４人チーム第１位
女子２人チーム第２位 大平洋子 久慈順子
女子個人総合第１位 久慈順子
女子個人総合第４位 小林みち子

第２４回東北シニアボウリング選手権大会 福 島 ボウルアピア郡山 平成17年8月20～21日 阿部勝弘 吉田勝弘 丸山忠夫 石川　明 富谷行雄

菅原和郎 小林恒雄 畑福孝康 佐々木孝造
佐々木和夫 阿部勝弘 及川弘代 高橋絹子
小笠原ケイ子 久慈順子 小林みち子 阿部トミエ
【入賞】
男子２人チーム第２位 佐々木和夫 阿部勝弘
女子個人第１位 久慈順子
女子個人第２位 阿部トミエ

女子個人HG 久慈順子
女子個人総合第２位 阿部トミエ
女子個人総合第３位 久慈順子

第２７回東北社会人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17年10月15～16日 武田礼治 佐々木博幸 黒澤　　誠 沼田　　聡 小笠原 賢
田中慎一郎 木村　　聡 鈴木　　高 伊藤博志
福井　　洋 伊藤　　誠 佐々木和夫 藤村他可夫
阿部勝弘 丸山忠夫 小笠原由美子 高橋久美子
鈴木ゆかり 小林みち子 久慈順子 阿部トミエ
【入賞】
男子個人戦選手権者 丸山忠夫
男子個人戦第２位 黒澤　誠
男子個人戦第４位 佐々木博幸
男子個人戦第５位 阿部勝弘
男子個人戦第６位 藤村他可夫
男子個人HG 黒澤　誠
女子個人戦第２位 小笠原由美子
女子個人戦第５位 阿部トミエ
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平成17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３２回東北実業団ボウリング選手権大会 青 森 イズミボウル柏 平成17年11月5～6日 根田光朗 財団法人岩手県予防医学協会

鈴木和彦 川端寿行 鈴木　等 飯塚　隆
北舘潤一 一方井正宏 鎌田　渉
高橋光洋 勝政　亮 金濱雄悦
JR東日本盛岡

畠山　守 岩本　定 中村栄治 三浦勇一
高橋良典
盛岡赤十字病院

小山田節子 佐々木　恵 根田光朗
細井義行 毛利明子 鈴木弘文
久慈市役所

皆川隆夫 崎山公章 中新井田　理
関口英樹 嵯峨京子 大沢義時
ＮＥＣ東北
武田礼治 岩渕洋人 千葉清一 高橋宗義
【入賞】
団体戦第５位 盛岡赤十字病院A

小山田節子 佐々木　恵 根田光朗

第３２回東北ボウリング選手権大会 山 形 山形ファミリーボウル 平成17年11月26～27日 木村　聡 小野寺亮太 伊藤博志 小笠原　賢 山崎剛志
阿部勝弘 木村　聡 村上　斉 福井　洋
山田浩幸 藤村他可夫 佐々木和夫 黒澤　誠
小笠原由美子 阿部トミエ 高橋久美子 大平洋子
新沼幸枝 鈴木ゆかり 菅原里江 阿部暁美

【入賞】
男子２人チーム戦 第５位 村上　斉 小笠原　賢
男子４人チーム戦 第４位
村上　斉 小笠原　賢 阿部勝弘 木村　聡
男子個人総合 第２位 小笠原　賢
男子個人総合 第４位 黒澤　誠

派 遣 選 手
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平成17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２３回岩手県２人チーム選手権大会 KT03-03 キャニオンボウル 平成１７年４月３日 ９６名 １位:ｽｰﾊﾟｰA 栃内秀士 大倉和男 3,740

２位:ｽﾀｰF 藤村他可夫 小笠原ケイ子 3,657
３位:花巻A 大平恵介 伊藤　誠 3,594
４位:矢巾B 小笠原由美子 小笠原　賢 3,539
５位:滝沢A 佐藤　誠 沼田　聡 3,510
６位:水沢B 高橋宗康 木村　聡 3,503
個人H/G 栃内秀士 279
個人H/S 栃内秀士 686

兼第３２回東北総合体育大会第4次選考会 男子の部 (２７Ｇ)
ユース 第１位 岩崎敬人 5,344

第２位 大橋　学 5,030
ミドル 第１位 黒澤　誠 5,295

第２位 工藤文彰 5,079
ハイミドル 第１位 沼田　聡 5,585

第２位 木村　聡 5,579
マスターズ 第１位 藤村他可夫 5,480

第２位 伊藤　誠 5,267
女子の部

ミドル 第１位 小笠原由美子 5,337
第２位 阿部暁美 4,866

ハイミドル 第１位 鈴木ゆかり 5,160
第２位 高橋久美子 5,028

マスターズ 第１位 阿部トミエ 5,175
第２位 小林みち子 4,511

第３２回東北総合体育大会最終選考会 KT03-04 盛岡スターレーン 平成１７年４月　９日･１０日 １２名 男子の部 (２４Ｇ)
ビッグハウス･スーパーレーン 平成１７年４月２３日･２９日 ユース 岩崎敬人 4,904

ミドル 黒澤　誠 4,719
ミドル 工藤文彰 4,716

ハイミドル 沼田　聡 4,905
ハイミドル 木村　聡 4,806
マスターズ 伊藤　誠 4,686
マスターズ 藤村他可夫 4,420

女子の部
ミドル 小笠原由美子 4,280
ミドル 阿部暁美 4,221

ハイミドル 鈴木ゆかり 4,305
ハイミドル 高橋久美子 4,225
マスターズ 阿部トミエ 4,266

第３２回東北総合体育大会少年第１次選考会 KT03-05 盛岡スターレーン 平成１７年４月１０日 ６名 男子の部 (９Ｇ)
第１位 小野寺亮太 1,690
第２位 宇部　健 1,570
第３位 勝政　圭 1,544

女子の部
第１位 菊池千佳子 1,342

入 賞 者
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平成17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６回岩手県中学生高校生ボウリング競技会 KT03-05 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１７年４月２４日 １１名 中学生男子の部 (９Ｇ)
第１位 菅原修明 1,503
第２位 佐藤　翔 1,455
第３位 小山田拳也 1,422

高校生男子の部
第１位 小野寺亮太 1,642
第２位 宇部　健 1,601
第３位 佐々木敬明 1,548

高校生女子の部
第１位 菊池千佳子 1,391
第２位 菊地　葵 1,308

兼第３２回東北総合体育大会少年最終選考会 男子の部 (１８Ｇ)
第１位 小野寺亮太 3,332
第２位 宇部　健 3,171

女子の部
第１位 菊池千佳子 2,304 (１８Ｇ)
第２位 菊地　葵 1,308 (９Ｇ)

岩手県ボウリング連盟主催記録会 KT03-07 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１７年４月２４日 ５９名 男子の部 (９Ｇ)
第１位 佐々木和夫 1,858
第２位 沼田　聡 1,856
第３位 小笠原　賢 1,830
第４位 佐々木博幸 1,800
第５位 鈴木　高 1,799
第６位 黒澤　誠 1,792

個人H/G 赤澤　清 267
個人H/S 小笠原　賢 695
女子の部

第１位 小笠原由美子 1,758
第２位 鈴木ゆかり 1,725
第３位 久慈順子 1,698
第４位 阿部トミエ 1,695
第５位 新沼幸枝 1,638
第６位 小林みち子 1,633

個人H/G 小笠原由美子 255
個人H/S 小笠原由美子 644

入 賞 者
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平成17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

兼第１８回オールジャパンレディストーナメント選考会 KT03-07 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１７年４月２４日 ５９名 ヤングレディス(４４歳以下)代表選手
小笠原由美子 鈴木ゆかり
一般レディス(４５～５９歳)代表選手
久慈順子 大平洋子

兼日本スポーツマスターズ２００５選考会 男子代表内定選手
佐々木和夫 伊藤　誠 大平恵介 丸山忠夫
女子代表選手
久慈順子 小林みち子 大平洋子 大橋絹子

兼第４２回東日本選手権大会選考会 男子代表選手
大平恵介 藤田靖弘 千葉恭一 山田浩幸

兼第１８回全国スポーツレクリエーション祭壮年ボウリング選考会 男子(５０～５９歳)代表選手
佐々木和夫 赤澤　清
男子(６０歳以上)代表選手
阿部勝弘 丸山忠夫
女子(５０～５９歳)代表内定選手
阿部トミエ 小林みち子
女子(６０歳以上)代表選手
小笠原ケイ子

第２回岩手県シニア競技会 KT03-08 盛岡スターレーン 平成１７年５月２９日 ２８名 ２人チーム戦 (１２Ｇ)

第１位:ｽﾀｰA 小笠原ケイ子 丸山忠夫 2,512

第２位:花巻A 大平恵介 伊藤　誠 2,482

第３位:ｽｰﾊﾟｰA 栃内秀士 大倉和男 2,463

第４位:矢巾A 阿部トミエ 阿部勝弘 2,393

第５位:矢巾B 小林恒雄 小林みち子 2,382

第６位:久慈 佐々木孝造 岩山文雄 2,310
個人H/G 伊藤　誠 299
個人H/S 伊藤　誠 766

男子総合 (９Ｇ)
第１位 伊藤　誠 1,960
第２位 陳田康夫 1,842
第３位 岩山文雄 1,832
第４位 栃内秀士 1,827
第５位 小林恒雄 1,798
第６位 菅原和郎 1,785

女子総合
第１位 小笠原ケイ子 1,861
第２位 阿部トミエ 1,808
第３位 高橋絹子 1,757

入 賞 者
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平成17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

兼第２４回東北シニア選手権大会選考会 KT03-08 盛岡スターレーン 平成１７年５月２９日 ２８名 男子 (６Ｇ)
兼第３８回全日本シニア選手権大会選考会 第１位 伊藤　誠 1,325

第２位 栃内秀士 1,272
第３位 小林恒雄 1,247
第４位 丸山忠夫 1,213
第５位 菅原和郎 1,196
第６位 大倉和男 1,191

女子 (６Ｇ)
第１位 小笠原ケイ子 1,299
第２位 阿部トミエ 1,258
第３位 高橋絹子 1,140
第４位 小林みち子 1,135
第５位 林崎淑子 1,131
第６位 及川弘代 1,124

東北シニア男子代表選手

石川　明 大平恵介 小林恒雄 佐々木孝造

菅原和郎 富谷行雄 畑福孝康 丸山忠夫

吉田勝弘
東北シニア女子代表選手

久慈順子 小笠原ケイ子 小林みち子

全日本シニア代表選手
小林恒雄 大平恵介 久慈順子 小林みち子

第１６回岩手県社会人ボウリング選手権大会 KT03-09 盛岡スターレーン 平成１７年６月１２日 ５８名 男子決勝トーナメント
第１位 小笠原　賢
第２位 鈴木　高
第３位 黒澤　誠
第４位 木村　聡
第５位 佐々木和夫
第６位 沼田　聡

個人H/G 沼田　聡 277
個人H/S 黒澤　誠 746

女子決勝トーナメント
第１位 小笠原由美子
第２位 鈴木ゆかり
第３位 阿部トミエ
第４位 久慈順子
第５位 小林みち子
第６位 高橋久美子

個人H/G 鈴木ゆかり 258
個人H/S 阿部トミエ 676

入 賞 者
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平成17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２７回東北社会人ボウリング選手権大会県選考会 KT03-09 盛岡スターレーン 平成１７年６月１２日 ５８名 男子 (９Ｇ)
第１位 佐々木和夫 2,084
第２位 沼田　聡 1,999
第３位 黒澤　誠 1,997
第４位 木村　聡 1,980
第５位 小笠原　賢 1,979
第６位 鈴木　高 1,954

女子
第１位 阿部トミエ 1,951
第２位 鈴木ゆかり 1,860
第３位 久慈順子 1,823
第４位 小笠原由美子 1,745
第５位 小林みち子 1,691
第６位 高橋久美子 1,671

東北社会人男子代表選手
佐々木和夫 沼田　聡 黒澤　誠 木村　聡
小笠原　賢 鈴木　高 丸山忠夫 伊藤博志
藤村他可夫 田中慎一郎 福井　洋 阿部勝弘
東北社会人女子代表選手
阿部トミエ 鈴木ゆかり 久慈順子 小笠原由美子
小林みち子 高橋久美子

第５７回岩手県民体育大会 KT03-10 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１７年７月９日・１０日 １６６名 団体戦(36G) 市の部

1位：花巻市 7,318

2位：一関市 7,307

3位：盛岡市 7,285

4位：北上市 7,274

5位：水沢市 7,162

6位：大船渡市 7,077

7位：久慈市 6,844

8位：遠野市 6,640

入 賞 者

岩崎善助 ･芦川 宏 ･千葉清一 ･佐々木健三

城守和幸・畑福孝康・大平恵介・伊藤 誠

小笠原由美子･鈴木 高･栃内秀士･大倉和男

小國孝喜･高橋久美子･伊藤博志･小原勝弘

佐々木博幸･菊池英明･鈴木ゆかり･木村　聡

佐藤勝也･田代みち子･佐藤秀喜･田代　猛 

岩山文雄･間 泰勝･中新井田 理･佐々木孝造 

滝沢和夫･菊池千佳子･佐々木高弘･菊池史和 
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平成17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５７回岩手県民体育大会 KT03-10 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１７年７月９日・１０日 １６６名 団体戦(36G) 町村の部
1位：滝沢村 7,380

2位：矢巾町 7,379

3位：石鳥谷町 7,206

4位：雫石町 7,019

5位：岩手町 6,988

6位：紫波町 6,968

7位：花泉町 6,808

8位：玉山村 6,664

年齢別個人戦（男女混合）(９Ｇ)
２９才以下

第１位 小野寺亮太 盛岡市 1,924
第２位 山崎剛志 盛岡市 1,890
第３位 宇部　健 盛岡市 1,781

３０才代
第１位 佐々木博幸 水沢市 1,996
第２位 小笠原由美子 盛岡市 1,937
第２位 佐藤　　誠 滝沢村 1,885

４０才代
第１位 木村　聡 水沢市 2,113
第２位 柏原正勝 石鳥谷町 1,948
第３位 鈴木ゆかり 水沢市 1,908

５０才以上
第１位 佐々木健三 一関市 2,046
第２位 伊藤　　誠 花巻市 2,031
第３位 阿部トミエ 矢巾町 1,998

入 賞 者

高橋文和・佐々木敏彦・阿部トミエ・阿部勝弘

中村真一･四日市一･丹内 忠･山口忠司

阿部恵利子･粱田幸司･山田浩幸･加藤典博

千葉 周・今野公一・川島三男･千葉 司

沼田信男・村上聖英・佐々木信夫・沼田秀世

似内正紀･佐々木春男･柏原正勝･藤原孝至

吉田勝弘・佐野峯英子・大塚 徹・久慈順子

及川勝幸・藤倉邦男・佐藤 誠・沼田 聡
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平成17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

第１７回岩手県実業団ボウリング競技会 KT03-11 キャニオンボウル 平成１７年７月２４日 ３７名 決勝シュートアウト１回戦(１Ｇ×３)
１１チーム ベル開発 616

JR東日本盛岡B 532
ブレスト齊藤外科クリニック 500
決勝シュートアウト２回戦(１Ｇ×３)
岩手県予防医学協会A 545
JR東日本盛岡A 540
ベル開発 532
決勝シュートアウト決勝戦(１Ｇ×３)
岩手県予防医学協会A 531
NEC東北 471

団体戦
第１位：岩手県予防医学協会A
鈴木和彦 飯塚　隆 鈴木　等
第２位：NEC東北
武田礼治 岩渕洋人 千葉清一 高橋宗義
第３位：JR東日本盛岡A
畠山　守 村上正昭 中村栄治
第４位：ベル開発
吉岡茂樹 菊池雅彦 大倉和男
第５位：ＪＲ東日本盛岡Ｂ
三浦勇一 岩崎史誉 中田純也 高橋良典
第６位：ブレスト齊藤外科クリニック
阿部恵利子 佐々木祐子 齊藤純一
窪田幸子 平賀明美

チームH/G ＮＥＣ東北 635
武田礼治 岩渕洋人 千葉清一 高橋宗義

チームH/S ＮＥＣ東北 1,784
武田礼治 岩渕洋人 千葉清一 高橋宗義

個人戦 (９Ｇ)
第１位:千葉清一(ＮＥＣ東北) 1,940
第２位:齊藤純一(ﾌﾞﾚｽﾄ齊藤外科ｸﾘﾆｯｸ) 1,920
第３位:畠山　守(JR東日本盛岡) 1,820
第４位:大倉和男(ベル開発) 1,744
第５位:鈴木　等(岩手県予防医学協会) 1,729
第６位:中新井田　理(久慈市役所) 1,725
個人H/G:鈴木　等(岩手県予防医学協会) 245
個人H/S:千葉清一(ＮＥＣ東北) 670

入 賞 者
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平成17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

第１９回岩手県４人チームボウリング選手権大会 KT03-12 水沢ジャンボボウル 平成１７年８月２８日 ９６名 団体戦(３６Ｇ)
２４チーム 1位:矢巾 7,849

小笠原由美子 阿部トミエ 阿部勝弘 小笠原　賢
2位：北上 7,793

藤原将臣 千葉恭一 伊藤博志 高橋絹子
3位：スターＣ 7,647

新沼幸枝 大平洋子 小野寺亮太 黒澤　誠
4位：水沢Ａ 7,557

佐々木博幸 福井　洋 鈴木ゆかり 菊池英明
5位：スターＡ 7,510

大橋絹子 小笠原ケイ子 藤原孝至 久慈順子
6位：ｽｰﾊﾟｰＡ 7,383

岩崎敬人 工藤文彰 鈴木　高 村上　　斉

個人H/G 伊藤博志 300
個人H/S 伊藤博志 784

兼第３２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 1,481
第２位 小野寺亮太 1,414
第３位 齊藤純一 1,407
第４位 小笠原　賢 1,403
第５位 藤原孝至 1,388

女子の部 (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,328
第２位 久慈順子 1,232
第３位 新沼幸枝 1,222
第４位 高橋久美子 1,184
第５位 大平洋子 1,175

兼第３８回全日本新人選手権大会選考会 少年の部代表 菅原修明
成年の部代表 菅野和郎

兼内閣総理大臣杯第３４回全国都道府県対抗選手権大会選考会 男子代表選手
千葉恭一 及川勝幸
女子代表選手
菅原里江 千葉美津子

入 賞 者
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平成17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

岩手日報杯第２１回岩手県３人チームボウリング選手権大会 KT03-13 盛岡スターレーン 平成１７年９月４日 ８７名 団体戦(２７Ｇ)
２９ﾁｰﾑ 1位：ｽｰﾊﾟｰＢ

工藤文彰 山崎剛志 村上　斉
2位：花巻Ａ

城守和幸 大平恵介 伊藤　誠
3位：水沢Ａ

佐々木博幸 鈴木ゆかり 菊池英明
4位：ｽﾀｰA

佐々木和夫 藤村他可夫 丸山忠夫
5位：水沢B

高橋久美子 福井　洋 木村　聡
6位：ｽﾀｰB

新沼幸枝 小野寺亮太 黒澤　誠
個人H/G 陳田康夫 277
個人H/S 小野寺亮太 725

兼第３２回東北選手権大会第２次選考会 男子の部 (１２Ｇ)
第１位 小野寺亮太 2,722
第２位 伊藤博志 2,670
第３位 小笠原　賢 2,597
第４位 山崎剛志 2,513
第５位 佐々木博幸 2,511

女子の部 (１２Ｇ)
第１位 小笠原由美子 2,408
第２位 阿部トミエ 2,298
第３位 高橋久美子 2,267
第４位 阿部恵利子 2,265
第５位 大平洋子 2,260

男子代表選手
小野寺亮太 伊藤博志 小笠原　賢 山崎剛志
佐々木博幸 木村　聡 村上　斉 福井　洋
山田浩幸 藤村他可夫 佐々木和夫 黒澤　誠
女子代表選手
小笠原由美子 阿部トミエ 高橋久美子 大平洋子
新沼幸枝 鈴木ゆかり 菅原里江 阿部暁美

入 賞 者

5,591

5,562

5,455

5,427

5,426±199

5,426±266
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平成17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３２回岩手県ボウリング選手権大会 KT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１７年１０月３０日 １１４名 男子個人総合 (１２Ｇ)
第１位 村上　斉 2,584
第２位 佐々木博幸 2,516
第３位 佐藤　誠 2,513
第４位 加藤典博 2,475
第５位 小野寺亮太 2,472
第６位 鈴木　高 2,468

男子個人戦 (６Ｇ)
第１位 佐藤　誠 1,284
第２位 小野寺亮太 1,262
第３位 滝沢和夫 1,244
第４位 佐々木博幸 1,242±36
第５位 阿部勝弘 1,242±40
第６位 山崎剛志 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 1,354
2位：滝沢B 佐藤　誠 及川勝幸 1,255
3位：ｽﾀｰB 小野寺亮太 黒澤　誠 1,253
4位：ｽｰﾊﾟｰC 岩崎敬人 鈴木　高 1,248
5位：久慈A 大橋　学 間　泰勝 1,226±47
6位：水沢C 佐藤信也 菅原和郎 1,226±66

男子個人H/G 菊池英明 290
男子個人H/S 村上　斉 776

女子個人総合 (１２Ｇ)
第１位 高橋久美子 2,385
第２位 久慈順子 2,339
第３位 小笠原由美子 2,314

女子個人戦 (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,132
第２位 阿部暁美 1,121
第３位 阿部トミエ 1,097

女子2人チーム戦 (６Ｇ)
1位：水沢 高橋久美子 鈴木ゆかり 1,362
2位：ｽﾀｰA 小笠原ケイ子 久慈順子 1,217
3位：矢巾 小笠原由美子 阿部トミエ 1,192

女子個人H/G 高橋久美子 258
女子個人H/S 高橋久美子 689

入 賞 者
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平成17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

第２０回岩手県支部対抗ボウリング競技会 KT03-15 盛岡スターレーン 平成１７年１１月２０日 ６０名 決勝ベーカー方式トーナメント
兼第３４回全日本支部対抗選手権大会選考会 １２チーム １回戦

スーパーA ３８１－３４８ 花巻
スターＢ ３３６－３３６ 水沢

２回戦
スターA ４３０－２９９ スーパーA
スターＢ ３７８－３０４ 矢巾

５-６位決定戦
水沢 ３７６－３５６ 花巻

３-４位決定戦
矢巾 ３７６－３３１ スーパーA

１-２位決定戦
スターＢ ４２８－３３５ スターA

１位:盛岡スターＢ

２位：盛岡スターＡ

３位：矢巾

４位：盛岡スーパーＡ

５位：水沢

６位：花巻

個人H/G 武田和宏 258
個人H/S 藤原孝至 722

入 賞 者

高橋弘次･昆野広秋･吉田勝弘･小野寺亮太･藤村他可夫

田中慎一郎･大平洋子･佐々木和夫･藤原孝至･丸山忠夫

小笠原由美子･中村真一･小林みち子･小林恒雄･小笠原　賢

赤澤　清･山田真利子･栃内秀士･斉藤純一･大倉和男

鈴木ゆかり･高橋久美子･菅原和郎･佐藤信也･菊池英明

城守和幸･畑福孝康･陳田康夫･大平恵介･伊藤　誠
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平成17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

（前半戦）
第８回岩手県年齢別ボウリング選手権大会 KT03-16 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１７年１２月１８日 ８７名 １０才代 (１８Ｇ)

（後半戦） 第１位 小野寺亮太 3,907
平成１８年１月２２日 ７５名 第２位 山崎剛志 3,461

第３位 宇部　健 3,460
２０才代

第１位 岩崎敬人 3,937
第２位 富谷伸行 3,604
第３位 大橋　学 3,536

３０才代
第１位 村上　斉 3,915
第２位 小笠原由美子 3,809
第３位 黒澤　誠 3,791

４０才代
第１位 木村　聡 3,920
第２位 藤原孝至 3,787
第３位 小笠原　賢 3,767

５０才代
第１位 栃内秀士 4,002
第２位 藤村他可夫 3,886
第３位 阿部トミエ 3,857

６０才以上
第１位 丸山忠夫 3,544
第２位 大倉和男 3,413
第３位 佐々木孝造 3,277

個人H/G 黒澤　誠 300
個人H/G 伊藤　誠 300
個人H/S 岩崎敬人 773

（１次選考会）
兼第４４回全日本選手権大会県選考会 KT03-16 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１７年１２月１８日 ８７名 男子 (１８Ｇ)

（２次選考会） 第１位 栃内秀士 4,002
平成１８年１月２２日 ７５名 第２位 岩崎敬人 3,937

第３位 木村　聡 3,920
第４位 村上　斉 3,915
第５位 小野寺亮太 3,907
第６位 藤村他可夫 3,886

女子
第１位 阿部トミエ 3,857
第２位 久慈順子 3,819
第３位 小笠原由美子 3,809
第４位 高橋久美子 3,580
第５位 菅原里江 3,566
第６位 大平洋子 3,544

男子代表選手
岩崎敬人 及川勝幸 沼田　聡
佐々木博幸 山田浩幸 伊藤博志
女子代表選手
久慈順子 高橋久美子 菅原里江
小山田真弓 及川弘代 小林みち子

入 賞 者
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平成17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

兼第２１回ＪＢＣ会長杯全日本年齢別競技大会県選考会 KT03-16 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１７年１２月１８日 ８７名 １０才代 (９Ｇ)
第１位 小野寺亮太 1,985
第２位 富谷頼行 1,738

２０才代
第１位 岩崎敬人 2,064
第２位 富谷伸行 1,939

３０才代
第１位 村上　斉 2,006
第２位 小笠原由美子 1,951

４０才代
第１位 小笠原　賢 2,072
第２位 木村　聡 1,987

５０才代
第１位 伊藤　誠 2,085
第２位 栃内秀士 1,961

６０才以上
第１位 丸山忠夫 1,788
第２位 佐々木孝造 1,716

代表選手
１０歳代 小野寺亮太
２０歳代 大橋　学
３０歳代 村上　斉
４０歳代 菊池史和
５０歳代 久慈順子

６０歳以上 佐々木孝造

兼第３３回東北総合体育大会第１次選考会 KT03-16 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１８年１月２２日 ７５名 成年男子
ユース (９Ｇ)

第１位 岩崎敬人 1,873
第２位 山崎剛志 1,814

ミドル
第１位 工藤文彰 1,928
第２位 及川勝幸 1,910

ハイミドル
第１位 木村　聡 1,933
第２位 藤原孝至 1,920

マスターズ
第１位 栃内秀士 2,041
第２位 藤村他可夫 2,021

成年女子
ミドル

第１位 小笠原由美子 1,723
第２位 阿部暁美 1,652

ハイミドル
第１位 鈴木ゆかり 1,817
第２位 高橋久美子 1,674

マスターズ
第１位 久慈順子 1,823
第２位 阿部トミエ 1,796

入 賞 者
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平成17年度　事業報告　県連盟主催大会（１４）
大 会 名 公認No. 会 場 期 日 参 加 人 数

第２１回岩手県知事杯争奪ボウリング競技会 KT03-17 ジャンボボウル 平成１８年２月１９日 ８１名 決勝パラマス方式
男子
決勝戦 小笠原　賢 ２０３－１８０ 工藤文彰
３位決定戦 小笠原　賢 ２４６－２４４ 村上　斉

第１位 小笠原　賢
第２位 工藤文彰
第３位 村上　斉
第４位 木村　聡
第５位 藤原将臣
第６位 藤村他可夫

女子
決勝戦 久慈順子 ２３７－１８４ 鈴木ゆかり
３位決定戦 鈴木ゆかり ２０２－１８０ 阿部トミエ

第１位 久慈順子
第２位 鈴木ゆかり
第３位 阿部トミエ
第４位 小林みち子
第５位 高橋久美子
第６位 菅原里江

兼第３３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 3,095
第２位 山崎剛志 3,009

ミドル
第１位 工藤文彰 3,304
第２位 村上　斉 3,226

ハイミドル
第１位 木村　聡 3,207
第２位 菊池史和 3,094

マスターズ
第１位 藤村他可夫 3,262
第２位 栃内秀士 3,190

成年女子
ミドル

第１位 小笠原由美子 2,838
第２位 阿部暁美 2,710

ハイミドル
第１位 鈴木ゆかり 3,028
第２位 高橋久美子 2,822

マスターズ
第１位 久慈順子 3,023
第２位 阿部トミエ 2,930

入 賞 者
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平成17年度　事業報告　県連盟主催大会（１５）
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１７回岩手県連会長杯争奪ボウリング競技会 KT03-18 盛岡スターレーン 平成１８年３月１２日 ７１名 第１位 村上　斉 1,657(55)

第２位 久慈順子 1,563(50)
第３位 伊藤　誠 1,501(50)
第４位 小野寺亮太 1,472(30)
第５位 菊池英明 1,445(30)
第６位 丸山忠夫 1,430(40)

個人H/G 藤村他可夫 255
個人H/S 菊池英明 676

兼第３３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 4,205
第２位 山崎剛志 4,146

ミドル
第１位 工藤文彰 4,488
第２位 村上　斉 4,442

ハイミドル
第１位 木村　聡 4,297
第２位 菊池史和 4,251

マスターズ
第１位 藤村他可夫 4,419
第２位 栃内秀士 4,295

成年女子
ミドル

第１位 小笠原由美子 3,854
第２位 阿部暁美 3,825

ハイミドル
第１位 鈴木ゆかり 4,207
第２位 高橋久美子 3,962

マスターズ
第１位 久慈順子 4,168
第２位 阿部トミエ 4,143

入 賞 者
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