
平成18年度　JBC主催大会（１）
大 会 名 主管 会 場 期 日 監 督

ＮＨＫ杯争奪第４０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18年5月12日～14日 久慈順子 村上　斉 高橋久美子

第１９回オールジャパンレディーストーナメント 京都府 しょうざんボウル 平成18年6月16日～18日 久慈順子 小笠原由美子 菅原里江 加藤悦子
大平洋子 久慈順子

【入賞】
ミドルの部 第3位 大平洋子
ミドルの部 第4位 久慈順子

第４３回東日本ボウリング選手権大会 福井県 スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 平成18年6月23日～25日 菅原和郎 富谷頼行 千葉恭一 菅原和郎 畑福孝康

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18年7月25日～26日 菅原里江 小野寺亮太 菅原修明 菊地　葵 兼平彩夏
第３０回全日本高校ボウリング選手権大会

日本スポーツマスターズ２００６広島大会 広島県 ヒロデンボウル 平成18年9月15日～19日 佐々木和夫 佐々木和夫 丸山忠夫 藤原孝至 伊藤　誠
【入賞】

2人チーム戦 第6位 藤原孝至 伊藤　誠
男子選手権者 藤原孝至

第６１回国民体育大会（兵庫国体）ボウリング競技 兵庫県 神戸六甲ボウル 平成18年9月30日～10月4日 根田光朗 岩崎敬人 工藤文彰 木村　聡 藤村他可夫
【入賞】

ハイミドルの部 第1位 木村　聡

第３９回全日本新人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10月13日～15日 菅原里江 小野寺亮太 菅原修明 居林　透

内閣総理大臣杯争奪第３５回全国都道府県対抗選手権大会 秋田県 台由ボウル 平成18年11月2日～5日 上野吉朗 久慈順子 鈴木ゆかり 菅原修明 黒澤　誠
（第６２回国体リハーサル大会）

文部科学大臣杯争奪第１３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18年12月23日～25日 猿川温久 盛岡スコーレ高等学校
宇部　健 門間陽平 伊藤秀晃
田畑理沙 石川裕佳子

第３５回全日本支部対抗ボウリング選手権大会 神奈川県 川崎グランドボウル 平成19年1月26日～28日 菅原和郎 奥州支部
佐藤信也 高橋久美子 菅原勝則
菅原和郎 菊池　英明

ＪＢＣ会長杯第２２回全日本年齢別ボウリング競技大会 岡山県 水島国際ボウリング会館 平成19年2月2日～4日 千葉恭一 菊地　葵 千葉恭一 高橋宗康 田代　猛

第３８回全日本大学個人ボウリング選手権大会 京都府 ＭＫボウル上賀茂 平成19年2月22日～24日 富谷頼行 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 愛知県 稲沢グランドボウル 平成19年3月15日～18日 沼田　聡 小野寺亮太 宇部　健 菅原勝則
沼田　聡 富谷伸行 吉田勝弘
菊地　葵 高橋久美子 兼平彩夏
及川弘代 久慈順子

派 遣 選 手
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平成18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２６回東北選抜ボウリング選手権大会 福島 ボウルアピア郡山 平成18年4月15日～16日 木村　聡 久慈順子 鈴木ゆかり 大平洋子 小笠原由美子
高橋久美子 小林みち子 佐々木　恵
村上　斉 佐々木和夫 伊藤　誠 宇部　健
大平恵介 木村　聡 岩崎敬人 黒澤　誠
小笠原　賢 小林恒雄 根田光朗 小野寺亮太

【入賞】
男子第１位 小笠原　賢
男子第５位 村上　斉

第５回東北中学高校生ボウリング選手権大会 宮城 勝山ボウリングクラブ 平成18年6月17日～18日 小野寺　功 小野寺亮太 門間陽平 宇部　健 菅原修明
小林みち子 田畑理沙 菊地　葵 石川裕佳子

【入賞】
高校生男子第６位 小野寺亮太

第１１回東北実業団交流競技大会 宮城 多賀城スターレーン 平成18年7月1日～2日 鈴木和彦 岩手県予防医学協会
飯塚　隆 一方井正宏 鈴木　等 鈴木和彦
北舘潤一 鎌田　渉 勝政　亮 神　崇尋
NEC東北
千葉清一 岩渕洋人 小野寺誠之 高橋宗義

第３３回東北総合体育大会 宮城 勝山ボウリングクラブ 平成18年7月15～17日 成年男子
兼平成１８年度国民体育大会東北ブロック大会 阿部勝弘 岩崎敬人 工藤文彰 木村　聡 藤村他可夫

成年女子
根田光朗 毛利明子 小笠原由美子 高橋久美子 久慈順子

少年男子
富谷行雄 菅原修明 小野寺亮太

少年女子
小林みち子 兼平彩夏 菊地　葵

【入賞】
成年男子団体第３位
成年女子ハイミドル第２位 高橋久美子
成年女子マスターズ第１位 久慈順子

日本スポーツマスターズ２００６第６回東北ブロック大会 山形 山形ファミリーボウル 平成18年7月22～23日 佐々木和夫 佐々木和夫 丸山忠夫 伊藤　誠 藤原孝至
小林みち子 吉田美都子 小林みち子 大平洋子 大橋絹子

【入賞】
男子４人チーム第３位
男子２人チーム第２位 伊藤　誠 藤原孝至
男子２人チーム第４位 佐々木和夫 丸山忠夫
男子個人総合第５位 佐々木和夫
男子個人総合第６位 伊藤　誠
女子４人チーム第６位
女子２人チーム第３位 吉田美都子 大平洋子
女子個人総合第６位 吉田美都子

派 遣 選 手
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平成18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２６回東北シニアボウリング選手権大会 青森 アオモリボウル 平成18年8月26～27日 阿部勝弘 吉田勝弘 丸山忠夫 畑福孝康 佐々木孝造
佐々木和夫 川原重治郎 藤村他可夫 薄衣純一
阿部勝弘 滝沢和夫 大平恵介 菊池　進
菊池巳之吉
小笠原ケイ子 久慈順子 佐野峯英子 阿部トミエ
吉田美都子 及川弘代

【入賞】
男子２人チーム第３位 佐々木和夫 阿部勝弘
男子個人戦第６位 佐々木和夫
男子個人総合第２位 佐々木和夫
女子２人チーム第１位 阿部トミエ 久慈順子
女子個人第３位 久慈順子
女子個人HＳ 久慈順子
女子個人総合第２位 久慈順子

第２８回東北社会人ボウリング選手権大会 秋田 台由ボウル 平成18年9月9～10日 阿部勝弘 菅原勝則 菊池史和 及川勝幸 藤原孝至
工藤文彰 黒澤　　誠 沼田　　聡 藤村他可夫
伊藤　　誠 木村　　聡 吉田勝弘 佐々木和夫
鈴木ゆかり 久慈順子 小笠原由美子 阿部トミエ
阿部暁美 大平洋子

【入賞】
男子個人戦第３位 木村　聡
男子個人戦第４位 吉田勝弘
男子個人HG 木村　聡
男子個人HG 藤原孝至
女子個人戦選手権者 久慈順子
女子個人ＨＳ 小笠原由美子

第３３回東北実業団ボウリング選手権大会 山形 山形ファミリーボウル 平成18年10月7～8日 根田光朗 財団法人岩手県予防医学協会
川端寿行 一方井正宏 飯塚　隆
北舘潤一 神　崇尋 鈴木　等
勝政　亮 鎌田　渉 金濱雄悦
JR東日本盛岡
村上正昭 中田純也 中村栄治
三浦勇一 田中正二 高橋良典
盛岡赤十字病院
小山田節子 佐々木　恵 根田光朗
ＮＥＣ東北
高橋宗義 小野寺誠之 千葉清一 武田礼治
【入賞】
団体戦第２位 ＪＲ東日本盛岡
村上正昭 中田純也 中村栄治
団体戦第５位 ＮＥＣ東北
高橋宗義 小野寺誠之 千葉清一

第３３回東北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18年10月28～29日 伊藤　誠 小野寺亮太 黒澤　誠 佐々木和夫 川原重治郎
工藤文彰 木村　聡 沼田　聡 阿部勝弘
菅原修明 大橋　学 菊池英明 菊池史和
小笠原由美子 鈴木ゆかり 阿部トミエ 久慈順子
高橋久美子 大平洋子 兼平彩夏 及川弘代
【入賞】
女子４人チーム戦 第３位
小笠原由美子 鈴木ゆかり 阿部トミエ 久慈順子
女子個人総合 第６位 小笠原由美子

派 遣 選 手
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平成18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

ＩＢＣ杯第２４回岩手県２人チーム選手権大会 LT03-01 キャニオンボウル 平成１８年４月２日 ８６名 １位:ｽｰﾊﾟｰB 工藤文彰 村上　斉 3,904
２位:一関A 菅原修明 千葉　勇 3,892
３位:スターB 小笠原ケイ子 久慈順子 3,841
４位:スターC 藤原孝至 佐々木和夫 3,754
５位:紫波 似内正紀 山田浩幸 3,712
６位:ｽｰﾊﾟｰH 小笠原由美子 根田光朗 3,682
個人H/G 工藤文彰 266
個人H/S 小笠原由美子 703

兼第３３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 5,260

第２位 山崎剛志 5,240
ミドル 第１位 工藤文彰 5,770

第２位 村上　斉 5,711
ハイミドル 第１位 木村　聡 5,498

第２位 菊池史和 5,442
マスターズ 第１位 藤村他可夫 5,641

第２位 佐々木和夫 5,463
女子の部

ミドル 第１位 小笠原由美子 5,085
第２位 阿部暁美 4,875

ハイミドル 第１位 鈴木ゆかり 5,179
第２位 高橋久美子 5,127

マスターズ 第１位 久慈順子 5,402
第２位 阿部トミエ 5,237

兼日本スポーツマスターズ２００６選考会 男子代表内定選手
佐々木和夫 伊藤　誠 藤原孝至 丸山忠夫
女子代表内定選手
久慈順子 小林みち子 大平洋子 大橋絹子

兼第２０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)
小笠原由美子
一般レディス(４５～５９歳)
久慈順子

兼第４４回東日本選手権大会選考会 男子代表選手
小田島正利 富谷頼行 千葉恭一 菅原和郎

第３３回東北総合体育大会最終選考会 LT03-02 盛岡スターレーン 平成１８年４月　８日･　９日 １３名 男子の部 (２４Ｇ)
平成１８年４月２２日･２３日 ユース 岩崎敬人 4,586

ユース 山崎剛志 4,289
ミドル 工藤文彰 4,874
ミドル 村上　斉 4,680

ハイミドル 木村　聡 4,558
ハイミドル 菊池史和 4,421
マスターズ 藤村他可夫 4,594

女子の部
ミドル 小笠原由美子 4,363
ミドル 阿部暁美 4,259

ハイミドル 高橋久美子 4,300
ハイミドル 鈴木ゆかり 4,173
マスターズ 久慈順子 4,646
マスターズ 阿部トミエ 4,302

入 賞 者
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平成18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３３回東北総合体育大会少年第１次選考会 LT03-03 盛岡スターレーン 平成１８年４月９日 ５名 男子の部 (９Ｇ)
第１位 小野寺亮太 1,665
第２位 菅原修明 1,589
第３位 宇部　健 1,558

女子の部
第１位 菊地　葵 1,656

第８回岩手県中学生高校生ボウリング競技会 LT03-03 盛岡スターレーン 平成１８年４月２３日 ６名 高校生男子の部 (９Ｇ)
第１位 菅原修明 1,715
第２位 小野寺亮太 1,692
第３位 宇部　健 1,651

高校生女子の部
第１位 兼平彩夏 1,631
第２位 菊地　葵 1,471

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 3,357
第２位 菅原修明 3,307

女子の部
第１位 菊地　葵 3,127 (１８Ｇ)
第２位 兼平彩夏 1,631 (９Ｇ)

第３回岩手県シニア競技会 LT03-07 盛岡スターレーン 平成１８年５月２１日 ３２名 ２人チーム戦 (１２Ｇ)
第１位:矢巾 阿部トミエ 阿部勝弘 2,439
第２位:スターA 佐々木和夫 丸山忠夫 2,341
第３位:スターC 石川　明 藤村他可夫 2,310
第４位:ｽｰﾊﾟｰB 加藤典博 齊藤純一 2,288
第５位:ｽｰﾊﾟｰA 栃内秀士 大倉和男 2,279
第６位:スターB 小笠原ケイ子 久慈順子 2,271

個人H/G 小林みち子 252
個人H/S 小林みち子 719

男子総合 (９Ｇ)
第１位 藤村他可夫 1,885
第２位 阿部勝弘 1,852
第３位 佐々木和夫 1,749
第４位 吉田勝弘 1,725
第５位 丸山忠夫 1,722
第６位 加藤典博 1,709

女子総合
第１位 久慈順子 1,771
第２位 阿部トミエ 1,755
第３位 佐野峯英子 1,731

兼第２６回東北シニア選手権大会選考会 男子 (６Ｇ)
兼第３９回全日本シニア選手権大会選考会 第１位 阿部勝弘 1,260

第２位 藤村他可夫 1,249
第３位 丸山忠夫 1,198
第４位 栃内秀士 1,194
第５位 加藤典博 1,164
第６位 佐々木和夫 1,143

入 賞 者
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平成18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２６回東北シニア選手権大会選考会 LT03-07 盛岡スターレーン 平成１８年５月２１日 ３２名 女子 (６Ｇ)
兼第３９回全日本シニア選手権大会選考会 第１位 小林みち子 1,215

第２位 阿部トミエ 1,179
第３位 佐野峯英子 1,179
第４位 久慈順子 1,154
第５位 小笠原ケイ子 1,117
第６位 吉田美都子 1,079

第１７回岩手県社会人ボウリング選手権大会 LT03-08 キャニオンボウル 平成１８年６月４日 ６５名 男子決勝トーナメント
（男子５０名） 第１位 村上　斉
（女子１５名） 第２位 藤村他可夫

第３位 菊池史和
第４位 木村　聡
第５位 助川公一
第６位 中村真一

個人H/G 村上　斉 279
個人H/S 村上　斉 787

女子決勝トーナメント
第１位 鈴木ゆかり
第２位 小笠原由美子
第３位 久慈順子
第４位 阿部トミエ
第５位 阿部暁美
第６位 束稲正子

個人H/G 鈴木ゆかり 299
個人H/S 阿部トミエ 695

兼第２８回東北社会人ボウリング選手権大会県選考会 男子 (９Ｇ)
第１位 村上　斉 2,021
第２位 栃内秀士 1,966
第３位 木村　聡 1,907
第４位 藤村他可夫 1,897
第５位 佐々木和夫 1,872
第６位 黒澤　誠 1,861

女子
第１位 阿部トミエ 1,859
第２位 久慈順子 1,810
第３位 鈴木ゆかり 1,754
第４位 阿部暁美 1,669
第５位 小笠原由美子 1,651
第６位 大平洋子 1,604

東北社会人男子代表選手
村上　斉 栃内秀士 木村　聡 藤村他可夫
佐々木和夫 黒澤　誠 藤原孝至 吉田勝弘
菊池史和 伊藤　誠 工藤文彰 及川勝幸
東北社会人女子代表選手
阿部 トミエ 久慈順子 鈴木ゆかり 阿部暁美
小笠原由美子 大平洋子

入 賞 者

6/17 IWATE BOWLING ASSOCIATION



平成18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１８回岩手県実業団ボウリング競技会 LT03-09 盛岡スターレーン 平成１８年６月１１日 ２４名 決勝シュートアウト１回戦(１Ｇ×３)
久慈市役所 565
岩手県予防医学協会B 538
JR東日本盛岡B 508
盛岡赤十字病院 503
決勝シュートアウト２回戦(１Ｇ×３)
NEC東北 551
岩手県予防医学協会A 541
久慈市役所 503
決勝シュートアウト決勝戦(１Ｇ×３)
JR東日本盛岡A 568
NEC東北 521

団体戦
第１位：JR東日本盛岡A
村上正昭 中田純也 中村栄治
第２位：NEC東北
武田礼治 高橋宗義 千葉清一 岩渕洋人
第３位：岩手県予防医学協会A
飯塚　隆 一方井正宏 鈴木　等
第４位：久慈市役所
崎山公章 関口英樹 中新井田　理
第５位：岩手県予防医学協会B
北舘潤一 金濱雄悦 勝政　亮
第６位：JR東日本盛岡B
三浦勇一 高橋良典 田中正二

チームH/G：JR東日本盛岡A 689
村上正昭 中田純也 中村栄治
チームH/S：JR東日本盛岡A 1,926
村上正昭 中田純也 中村栄治

個人戦 (９Ｇ)
第１位:村上正昭(JR東日本盛岡) 1,991
第２位:中村栄治(JR東日本盛岡) 1,868
第３位:中新井田　理(久慈市役所) 1,800
第４位:飯塚　隆(岩手県予防医学協会) 1,778
第５位:大倉和男(ベル開発) 1,704
第６位:武田礼治(ＮＥＣ東北) 1,700
個人H/G:三浦勇一(JR東日本盛岡) 262
個人H/S:村上正昭(JR東日本盛岡) 691

入 賞 者
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平成18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

第５８回岩手県民体育大会 LT03-10 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１８年７月８日・９日 １７１名 団体戦(36G) 市の部
1位：盛岡市 7,755

2位：奥州市 7,557

3位：久慈市 7,555

4位：花巻市 7,468

5位：一関市 7,299

6位：大船渡市 7,205

7位：陸前高田市 7,041

8位：北上市 6,914

団体戦(36G) 町村の部
1位：矢巾町 7,532

2位：雫石町 7,287

3位：岩手町 7,183

4位：滝沢村 7,148

5位：紫波町 6,892

6位：金ケ崎町 6,763

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 2,063
第２位 宇部　健 盛岡市 1,993
第３位 菅原修明 一関市 1,983

３０才代
第１位 丹内　忠 岩手町 1,859
第２位 中村真一 岩手町 1,829
第２位 中新井田　理 久慈市 1,822

４０才代
第１位 木村　聡 奥州市 2,020
第２位 小笠原　賢 盛岡市 1,968
第３位 高橋文和 矢巾町 1,957

５０才以上
第１位 佐々木健三 一関市 2,076
第２位 田代　猛 大船渡市 2,043
第３位 久慈順子 雫石町 1,966

佐々木博幸・鈴木ゆかり・菊池英明・木村　聡 

間　泰勝・中新井田　理・皆川隆夫・大橋　学

峯崎登美夫・畑福孝康・大平恵介・伊藤　誠

吉田勝弘・佐野峯英子・大塚 徹・久慈順子

中村真一・高橋良美・四日市　一・丹内　忠

及川勝幸・菊地　葵・武田和宏・沼田　聡

山田浩幸・中村慶二・簗田幸司・加藤典博

鈴木　薫・菅原和郎・佐藤公夫・藤原将臣

入 賞 者

高橋文和・佐々木敏彦・阿部トミエ・阿部勝弘

菅原修明・小野寺　章・菅原里江・菅原俊江

佐藤秀喜・葉澤秀平・及川竜也・田代　猛

藤井孝治・佐藤　実・白江達夫・田代一宏

千葉恭一・林崎淑子・伊藤博志・小國孝喜

黒澤　誠・小笠原ケイ子・川原重治郎・藤村他可夫 
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平成18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２０回岩手県４人チームボウリング選手権大会 LT03-11 盛岡スターレーン 平成１８年８月２０日 ９６名 団体戦(３６Ｇ)
２４チーム 1位:スターＡ 7,098

黒澤　誠 大平洋子 小野寺亮太 久慈順子
2位：ｽｰﾊﾟｰB 6,966
宇部　健 小笠原由美子 工藤文彰 小笠原　賢
3位：スターB 6,937
佐々木和夫 藤原孝至 川原重治郎 丸山忠夫
4位：ｽｰﾊﾟｰA 6,883
栃内秀士 大倉和男 赤澤　清 中村栄治
5位：メイク 6,845
菅原修明 菅原里江 菅原孔明 千葉　勇
6位：ｽｰﾊﾟｰC 6,797
加藤典博 小山田節子 佐々木　恵 齊藤純一

個人H/G 菊池英明 267
個人H/S 黒澤　誠 663

兼第３３回東北選手権大会第１次選考会 男子の部 (６Ｇ)
第１位 菅原修明 1,197
第２位 丸山忠夫 1,184
第３位 木村　聡 1,178
第４位 黒澤　誠 1,170
第５位 加藤典博 1,166
第６位 藤原将臣 1,166

女子の部 (６Ｇ)
第１位 鈴木ゆかり 1,138
第２位 大平洋子 1,098
第３位 久慈順子 1,069
第４位 阿部トミエ 1,055
第５位 小笠原由美子 1,052
第６位 高橋久美子 1,048

兼第３９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 居林　透

兼内閣総理大臣杯第３５回全国都道府県対抗選手権大会選考会 男子代表選手
黒澤　誠 菅原修明
女子代表選手
鈴木ゆかり 久慈順子

入 賞 者
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平成18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

岩手日報杯第２２回岩手県３人チームボウリング選手権大会 LT03-12 キャニオンボウル 平成１８年９月３日 ９３名 団体戦(２７Ｇ)
３１ﾁｰﾑ 1位：スターB

佐々木和夫 川原重治郎 丸山忠夫
2位：ｽｰﾊﾟｰB

小笠原由美子 工藤文彰 小笠原　賢
3位：スターA

黒澤　誠 小野寺亮太 久慈順子
4位：矢巾A

阿部トミエ 佐藤賢次 阿部勝弘
5位：一関B

束稲正子 菅原俊江 武田礼治
6位：ｽｰﾊﾟｰD

山崎剛志 小林みち子 小林恒雄
個人H/G 木村　聡 265
個人H/S 木村　聡 706

兼第３３回東北選手権大会第２次選考会 男子の部 (１２Ｇ)
第１位 木村　聡 2,434
第２位 工藤文彰 2,343
第３位 小野寺亮太 2,341
第４位 阿部勝弘 2,338
第５位 佐々木和夫 2,319
第６位 川原重治郎 2,286

女子の部 (１２Ｇ)
第１位 久慈順子 2,180
第２位 小笠原由美子 2,173
第３位 大平洋子 2,128
第４位 阿部トミエ 2,080
第５位 及川弘代 2,076
第６位 高橋久美子 2,052

男子代表選手
木村　聡 工藤文彰 小野寺亮太 阿部勝弘
佐々木和夫 川原重治郎 菊池英明 沼田　聡
黒澤　誠 菅原修明 大橋　学 菊池史和
女子代表選手
久慈順子 小笠原由美子 大平洋子 阿部トミエ
及川弘代 高橋久美子 鈴木ゆかり 兼平彩夏

5,535

5,388

5,201

5,144

5,580

5,548

入 賞 者
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平成18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２１回岩手県支部対抗ボウリング競技会 LT03-13 盛岡スターレーン 平成１８年１０月１５日 ７０名 決勝ベーカー方式トーナメント
兼第３５回全日本支部対抗選手権大会選考会 １４チーム １回戦

スーパーB ３６３－３０６ スターＢ
奥州A ３９０－３３５ メイク

２回戦
スーパーB ３９５－３８３ スターA

奥州A ４８１－３３８ スーパーA
５-６位決定戦

メイク ３３８－３２６ スターＢ
３-４位決定戦

スターA ３８７－３７１ スーパーA
１-２位決定戦

奥州A ４１３－３５４ スーパーB

１位:奥州A

２位：盛岡スーパーB

３位：盛岡スターＡ

４位：盛岡スーパーＡ

５位：メイク

６位：盛岡スターB

個人H/G 小笠原　賢 300
個人H/S 小笠原　賢 743

佐々木博幸・高橋久美子・菊池英明・鈴木ゆかり・木村　聡

宇部　健・山崎剛志・小笠原由美子・工藤文彰・小笠原　賢

黒澤　誠・佐々木和夫・藤原孝至・丸山忠夫・川原重治郎

栃内秀士・赤澤　清・岩泉　優・小林恒雄・大倉和男

阿部トミエ・奥富政雄・佐藤賢次・大橋　学・阿部勝弘

大平洋子・髙橋弘次・山田政行・吉田勝弘・久慈順子

入 賞 者
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平成18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３３回岩手県ボウリング選手権大会 LT03-14 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１８年１１月１２日 １１１名 男子個人総合 (１２Ｇ)
第１位 宇部　健 2,725
第２位 黒澤　誠 2,691
第３位 助川公一 2,671
第４位 沼田　聡 2,663
第５位 小笠原　賢 2,644
第６位 木村　聡 2,588

男子個人戦 (６Ｇ)
第１位 助川公一 1,441
第２位 黒澤　誠 1,435
第３位 小笠原　賢 1,409
第４位 武田和宏 1,384
第５位 宇部　健 1,367
第６位 沼田　聡 1,355

男子２人チーム戦 (６Ｇ)
1位：奥州A 菅原勝則 菊池英明 1,375
2位：スターG 富谷頼行 富谷伸行 1,370
3位：釜石A 番田健児 佐藤和典 1,335
4位：ｽｰﾊﾟｰG 中田純也 中村栄治 1,311
5位：スターB 藤原孝至 佐々木和夫 1,286
6位：滝沢A 沼田　聡 助川公一 1,274

男子個人H/G 岩崎敬人 278
藤原将臣

男子個人H/S 助川公一 763

女子個人総合 (１２Ｇ)
第１位 鈴木ゆかり 2,410
第２位 阿部暁美 2,371
第３位 久慈順子 2,369

女子個人戦 (６Ｇ)
第１位 阿部暁美 1,219
第２位 鈴木ゆかり 1,210
第３位 久慈順子 1,179

女子2人チーム戦 (６Ｇ)
1位：奥州A 高橋久美子 鈴木ゆかり 1,185
2位：メイクA 阿部トミエ 及川弘代 1,181
3位：ｽｰﾊﾟｰA 小笠原由美子 小林みち子 1,131

女子個人H/G 阿部トミエ 267
女子個人H/S 阿部トミエ 660

入 賞 者
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平成18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９回岩手県年齢別ボウリング選手権大会 LT03-15 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１８年１２月１３日 ９５名 １０才代 (９Ｇ)
第１位 小野寺亮太 1,994
第２位 宇部　健 1,913
第３位 菅原孔明 1,853

個人H/G 宇部　健 255
個人H/S 小野寺亮太 707

２０才代
第１位 富谷伸行 1,836
第２位 岩崎敬人 1,792
第３位 米澤結香 1,743

個人H/G 富谷伸行 246
個人H/S 富谷伸行 673

３０才代
第１位 小笠原由美子 2,019
第２位 工藤文彰 1,997
第３位 阿部暁美 1,830

個人H/G 工藤文彰 279
個人H/S 工藤文彰 757

４０才代
第１位 小笠原　賢 2,073
第２位 沼田　聡 2,002
第３位 鈴木ゆかり 1,938

個人H/G 助川公一 280
個人H/S 小笠原　賢 814

５０才代
第１位 田代　猛 1,938
第２位 千葉　勇 1,910
第３位 栃内秀士 1,904

個人H/G 大平恵介 269
個人H/S 千葉　勇 747

６０才以上
第１位 佐々木和夫 1,848
第２位 大倉和男 1,810
第３位 小林恒雄 1,775

個人H/G 丸山忠夫 264
個人H/S 佐々木和夫 664

兼第３４回東北総合体育大会第１次選考会 成年男子
ユース (９Ｇ)

第１位 宇部　健 1,913
第２位 菅原孔明 1,853

ミドル
第１位 工藤文彰 1,997
第２位 平中　薫 1,804

ハイミドル
第１位 小笠原　賢 2,073
第２位 沼田　聡 2,002

マスターズ
第１位 田代　猛 1,938
第２位 千葉　勇 1,910

入 賞 者
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平成18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３４回東北総合体育大会第１次選考会 LT03-15 ビッグハウス･スーパーレーン 平成１８年１２月１３日 ９５名 成年女子
ユース

第１位 米澤結香 1608
ミドル

第１位 小笠原由美子 1,884
第２位 居林悦子 1,363

ハイミドル
第１位 鈴木ゆかり 1,803
第２位 高橋久美子 1,726

マスターズ
第１位 阿部トミエ 1,752
第２位 久慈順子 1,685

兼第４５回全日本選手権大会第１次選考会 男子 (９Ｇ)
第１位 小笠原　賢 2,073
第２位 沼田　聡 2,002
第３位 工藤文彰 1,997
第４位 小野寺亮太 1,994
第５位 宇部　健 1,913
第６位 黒澤　誠 1,912

女子
第１位 小笠原由美子 1,884
第２位 鈴木ゆかり 1,803
第３位 阿部トミエ 1,752
第４位 高橋久美子 1,726
第５位 阿部暁美 1,695
第６位 久慈順子 1,685

兼第２２回ＪＢＣ会長杯全日本年齢別競技大会県選考会 １０才代 (９Ｇ)
第１位 小野寺亮太 1,994
第２位 宇部　健 1,913

２０才代
第１位 富谷伸行 1,836
第２位 岩崎敬人 1,792

３０才代
第１位 工藤文彰 1,997
第２位 平中　薫 1,804

４０才代
第１位 小笠原　賢 2,073
第２位 沼田　聡 2,002

５０才代
第１位 田代　猛 1,938
第２位 千葉　勇 1,910

６０才以上
第１位 佐々木和夫 1,848
第２位 大倉和男 1,810

代表選手
１０歳代 菊地　葵
３０歳代 千葉恭一
４０歳代 高橋宗康
５０歳代 田代　猛

６０歳以上 丸山忠夫

入 賞 者
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平成18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

第１８回岩手県連会長杯争奪ボウリング競技会 LT03-16 盛岡スターレーン 平成１９年１月２１日 ８６名 ７Ｇ (+ﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ)
第１位 木村　聡 1,655(60)
第２位 菅原勝則 1,647(60)
第３位 小野寺亮太 1,557(50)
第４位 佐々木和夫 1,545(20)
第５位 小笠原由美子 1,540(30)
第６位 宇部　健 1,537(30)

個人H/G 阿部勝弘 279
個人H/S 阿部勝弘 748

兼第３４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 宇部　健 3,161
第２位 菅原孔明 3,060

ミドル
第１位 工藤文彰 3,185
第２位 平中　薫 2,870

ハイミドル
第１位 小笠原　賢 3,245
第２位 黒澤　誠 3,103

マスターズ
第１位 千葉　勇 3,098
第２位 佐々木和夫 3,086

成年女子
ユース

第１位 米澤結香 2,614
ミドル

第１位 小笠原由美子 3,051
ハイミドル

第１位 鈴木ゆかり 2,966
第２位 阿部暁美 2,775

マスターズ
第１位 久慈順子 2,775
第２位 阿部トミエ 2,684

兼第４５回全日本選手権大会第２次選考会 男子 (１８Ｇ)
第１位 小野寺亮太 3,256
第２位 小笠原　賢 3,245
第３位 工藤文彰 3,185
第４位 宇部　健 3,161
第５位 黒澤　誠 3,103
第６位 沼田　聡 3,091

女子
第１位 小笠原由美子 3,051
第２位 鈴木ゆかり 2,966
第３位 阿部暁美 2,775
第４位 久慈順子 2,755
第５位 高橋久美子 2,692
第６位 阿部トミエ 2,684

男子代表選手
小野寺亮太 宇部　健 沼田　聡
菅原勝則 富谷伸行 吉田勝弘
女子代表選手
久慈順子 高橋久美子 兼平彩夏
及川弘代 菊地　葵

入 賞 者
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平成18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

岩手県ボウリング連盟主催記録会 LT03-17 キャニオンボウル 平成１９年２月１８日 ７５名 男子の部 (６Ｇ)
第１位 藤原孝至 1,308
第２位 沼田　聡 1,241
第３位 大平恵介 1,227
第４位 田代　猛 1,226
第５位 木村　聡 1,165
第６位 宇部　健 1,159

個人H/G 田代　猛 256
個人H/S 田代　猛 660
女子の部

第１位 鈴木ゆかり 1,238
第２位 小笠原由美子 1,103
第３位 小林みち子 1,187
第４位 阿部トミエ 1,187
第５位 高橋久美子 1,080
第６位 兼平彩夏 1,078

個人H/G 鈴木ゆかり 279
個人H/S 鈴木ゆかり 649

兼第３４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 宇部　健 4,320
第２位 菅原孔明 4,079

ミドル
第１位 工藤文彰 4,273
第２位 平中　薫 3,896

ハイミドル
第１位 小笠原　賢 4,392
第２位 沼田　聡 4,332

マスターズ
第１位 大平恵介 4,296
第２位 田代　猛 4,251

成年女子
ユース

第１位 米澤結香 3,615
ミドル

第１位 小笠原由美子 4,154
ハイミドル

第１位 鈴木ゆかり 4,204
第２位 阿部暁美 3,819

マスターズ
第１位 久慈順子 3,812
第２位 阿部トミエ 3,771

入 賞 者

(±13)
(±47)
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平成18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２２回岩手県知事杯争奪ボウリング競技会 LT03-18 ボウリングクオリア 平成１９年３月１１日 ９０名 決勝パラマス方式
男子
決勝戦 藤原孝至 ２４６－１９１ 藤原将臣
３位決定戦 藤原孝至 ２５６－１９８ 佐々木和夫

第１位 藤原孝至
第２位 藤原将臣
第３位 佐々木和夫
第４位 沼田　聡
第５位 栃内秀士
第６位 武田和宏

女子
決勝戦 小笠原由美子 ２１５－２０３ 鈴木ゆかり
３位決定戦 鈴木ゆかり １９４－１７０ 菊地　葵

第１位 小笠原由美子
第２位 鈴木ゆかり
第３位 菊地　葵
第４位 阿部トミエ
第５位 高橋久美子
第６位 久慈順子

兼第３４回東北総合体育大会第４次選考会 成年男子
ユース (２７Ｇ)

第１位 宇部　健 5,456
第２位 菅原孔明 5,224

ミドル
第１位 工藤文彰 5,461
第２位 中村真一 5,101

ハイミドル
第１位 藤原孝至 5,663
第２位 沼田　聡 5,653

マスターズ
第１位 佐々木和夫 5,520
第２位 大平恵介 5,432

成年女子
ユース

第１位 米澤結香 4,561
ミドル

第１位 小笠原由美子 5,469
ハイミドル

第１位 鈴木ゆかり 5,471
第２位 阿部暁美 4,920

マスターズ
第１位 久慈順子 4,903
第２位 阿部トミエ 4,888

入 賞 者

17/17 IWATE BOWLING ASSOCIATION


