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平成22年度　JBC为催大会（１）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 为　管 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 監　　　督

ＮＨＫ杯争奪第４４回全日本選抜ボウリング選手権大会 千葉県 千葉リバーレーン 平成22年5月14日～16日 佐藤信也 吉田拓未 久慈順子 阿部暁美

第２３回オールジャパンレディーストーナメント 兵庫県 神戸六甲ボウル 平成22年6月11日～6月13日 久慈順子 久慈順子
【入賞】

シニアの部第１位
久慈順子

経済産業大臣杯争奪第３６回全日本実業団産業別選手権大会 東京都 ハタボウリングセンター 平成22年6月18日～20日 参加者なし

第４７回東日本ボウリング選手権大会 北海道 釧路パレスボウル 平成22年6月25日～27日 参加者なし

第４３回全日本シニア選手権大会 福岡県 博多スターレーン/パピオボウル 平成22年7月9日～11日 参加者なし

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22年7月20日～21日 猿川温久 細川侑輝 門間千尋
第３４回全日本高校ボウリング選手権大会

文部科学大臣杯争奪第３４回全日本中学ボウリング選手権大会 京都府 キョーイチボウル宇治 平成22年7月22日～24日 猿川温久 猿川亜実

日本スポーツマスターズ２０１０　ボウリング競技 三重県 サーキットボウル 平成22年9月18日～20日 上野吉朗 及川弘代 菊地明美 吉田智子 久慈順子
【入賞】

女子２人チーム戦第５位
及川弘代 久慈順子

女子選手権者決定戦第２位
久慈順子

第６５回国民体育大会ゆめ半島ちば国体ボウリング競技 千葉県 千葉リバーレーン 平成22年9月26日～29日 成年男子
菊池史和 工藤文彰 沼田　聡 菊池英明 木村　聡

第２３回全国スポーツ・レクリエーション祭 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 平成22年10月16日～19日 参加者なし

第４３回全日本新人ボウリング選手権大会 京都府 キョーイチボウル宇治 平成22年10月22日～24日 吉田拓未 吉田拓未

内閣総理大臣杯文部科学大臣杯争奪 山口県 下関ロイヤルボウル 平成22年11月3日～6日 参加者なし
第３９回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会
国体ボウリング競技リハーサル大会

第１回東日本シニアボウリング競技大会 山形県 山形ファミリーボウル 平成22年11月12日～14日 菊池史和 伊藤　誠 藤原孝至 菊池史和 菊池　晃
丸山忠夫 佐々木和夫
及川弘代 大平洋子 久慈順子 吉田美都子

【入賞】
男子シニア２人チーム第５位 　

伊藤　誠 藤原孝至
女子グランドシニア２人チーム第６位 　

吉田美都子 久慈順子
女子グランドシニア個人総合第５位 　

久慈順子

文部科学大臣杯争奪第１７回全国高等学校対抗選手権大会 神奈川県 川崎グランドボウル 平成22年12月17日～19日 猿川温久 細川侑輝 鷹觜直樹

第３９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23年1月21日～23日 佐藤信也 高橋　徹 高橋久美子 菅原和郎 小島　良
佐藤信也

第２８回全日本実業団都市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23年2月4日～6日 参加者なし

ＪＢＣ会長杯第２６回全日本年齢別ボウリング選手権大会 福島県 ボウルアピア郡山 平成23年2月11日～13日 藤原孝至 細川侑輝 小野寺亮太 檜垣智美 菅原里江
藤原孝至 伊藤　誠 佐々木和夫

文部科学大臣杯争奪第４９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23年3月１8日～21日 参加者なし

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者

1/12 IWATE BOWLING ASSOCIATION



平成22年度　東北地区連合为催大会（1）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 为　管 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 監　　　督

第３０回東北選抜ボウリング選手権大会 青森県 イーストボウル 平成22年4月24日～25日 木村　聡 久慈順子 鈴木ゆかり 吉田智子 及川弘代
阿部暁美 兼平彩夏
木村　聡 沼田　聡 川原重治郎 藤原孝至
伊藤　誠 鈴木和彦 鈴木　等 高橋宗康
吉田拓未 阿部晃也

【入賞】
女子個人第５位　鈴木ゆかり
女子個人第６位　久慈順子

第１５回東北実業団交流競技大会 宮城県 Ｃ－ＢＩＣ仙台 平成22年5月8日～9日 高橋宗義 岩手県予防医学協会
鈴木和彦 一方井正宏 鈴木　等 北舘潤一
金濱雄悦 勝政　亮
NEC東北
小野寺誠之 高橋宗義 千葉清一 高橋あさ子
小野寺　清 岩渕洋人

日本スポーツマスターズ２０１０第１０回東北ブロック大会 福島県 郡山ミナミボウル 平成22年6月5日～6日 男子
菅原和郎 藤原孝至 菅原和郎 高橋輝和 川原重治郎

女子
久慈順子 及川弘代 菊地明美 吉田智子 久慈順子

【入賞】
女子４人チーム第２位 　

及川弘代 菊地明美 吉田智子 久慈順子
女子個人総合第１位 

久慈順子

第９回東北中学生高校生ボウリング選手権大会 岩手県 ビッグハウス･スーパーレーン 平成22年6月12日～13日 猿川温久 中学生の部
平中　彗 本宮　練 猿川亜実
高校生の部
細川侑輝 鷹觜直樹 田村将磨 門間千尋
菅原要子

第３７回東北総合体育大会 岩手県 ビッグハウス･スーパーレーン 平成22年7月2日～4日 成年男子
　兼平成２２年度国民体育大会東北ブロック予選大会 菊池史和 工藤文彰 沼田　聡 菊池英明 木村　聡

成年女子
根田光朗 兼平彩夏 鈴木ゆかり 阿部暁美 大平洋子

少年男子
猿川温久 細川侑輝 鷹觜直樹

少年女子
久慈順子 門間千尋 菅原要子

【入賞】
成年男子個人戦第３位

工藤文彰
成年男子団体戦（２人）第２位

工藤文彰 木村　聡
成年男子団体戦（４人）第１位

工藤文彰 沼田　聡 菊池英明 木村　聡
少年女子団体戦第３位

門間千尋 菅原要子

第３２回東北社会人ボウリング選手権大会 山形県 山形ファミリーボウル 平成22年8月28日～29日 木村　聡 武田和宏 菊地明美 沼田　聡 小野寺亮太
久慈順子 黒澤　誠 高橋宗康 菊池英明
木村　聡 阿部暁美 鈴木ゆかり 藤原将臣
佐藤信也 小島　良 佐々木博幸 坂本　貢
菅原里江 千葉　勇 昆　勝博 三浦　啓
千葉光悦 大平恵介 畑福孝康 伊藤　誠
下田栄彦 小林みち子 小林恒雄 藤原孝至
丸山忠夫 檜垣智美

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者
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平成22年度　東北地区連合为催大会（2）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 为　管 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 監　　　督

第３２回東北社会人ボウリング選手権大会 山形県 山形ファミリーボウル 平成22年8月28日～29日 【入賞】
混合３人チーム第６位 

小野寺亮太 久慈順子 黒澤　誠

久慈順子

第３０回東北シニアボウリング選手権大会 宮城県 勝山ボウリングクラブ 平成２２年９月４日～５日 菊池史和 佐々木和夫 菅原和郎 畑福孝康 吉田勝弘
藤村他可夫 藤原孝至 伊藤　誠 薄衣純一
大平恵介 菅野和郎 菊池史和 菊池　進
高橋宗康 菊池　晃 川原重治郎 丸山忠夫
久慈順子 吉田智子 吉田美都子 佐野峯英子
大平洋子 小林みち子 及川弘代 小山田節子

【入賞】
女子個人戦第１位

久慈順子
男子２人チーム戦第２位

藤村他可夫 菊池史和

佐々木和夫

久慈順子

第３７回東北実業団ボウリング選手権大会 福島県 郡山ミナミボウル 平成22年10月9日～10日 高橋宗義 ＮＥＣ東北
高橋あさ子 小野寺誠之 岩渕洋人 高橋宗義
千葉清一 山平功二
財団法人岩手県予防医学協会
鈴木和彦 鈴木　等 一方井正宏 鎌田　渉
北舘潤一 勝政　亮 北川鉄夫 金濱雄悦
ＪＲ東日本盛岡
中田純也 千田　晃 田中正二 高橋良典

【入賞】
混合３人チーム戦第３位　ＮＥＣ東北

小野寺誠之 高橋宗義 千葉清一

第３７回東北ボウリング選手権大会 秋田県 金満ボウリングセンター 平成22年10月30日～31日 木村　聡
男子 工藤文彰 小笠原　賢 佐藤信也 沼田　聡

大平恵介 伊藤　誠 武田和宏 及川勝幸
吉田拓未 千葉光悦 根田光朗 木村　聡

女子 小笠原由美子 鈴木ゆかり 高橋久美子 菊地明美
久慈順子 檜垣智美 菅原里江 阿部暁美

【入賞】
男子２人チーム戦第２位

工藤文彰 小笠原　賢
男子２人チーム戦第６位

佐藤信也 沼田　聡
男子４人チーム戦第３位

工藤文彰 佐藤信也 沼田　聡 小笠原　賢
男子選手権決定戦第３位

小笠原　賢

女子選手権決定戦第１位

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者

女子選手権決定戦第２位

男子選手権決定戦第３位
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平成22年度　事業報告　県連盟为催大会（１）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

第１回岩手県連理事長争奪ボウリング競技会 PT03-02 盛岡スターレーン 平成２２年４月４日 ７０名 (9Ｇ)
第１位 菊地明美 1,990
第２位 久慈順子 1,943
第３位 菅原和郎 1,939
第４位 沼田聡 1,927
第５位 川原重治郎 1,915
第６位 鈴木ゆかり 1,898

個人H/G 谷藤　元 279
個人H/S 菊地明美 744

　兼日本スポーツマスターズ２０１０選考会 PT03-02 盛岡スターレーン 平成２２年４月４日 男子 男子代表選手
５６名 菅原和郎 高橋輝和 川原重治郎 藤原孝至

女子 女子代表選手
９名 菊地明美 久慈順子 吉田智子 吉田美都子

　兼第４８回東日本選手権大会選考会 PT03-02 盛岡スターレーン 平成２２年４月４日 男子 男子代表選手
４６名 高橋輝和 山田浩幸 高橋　徹 千葉　勇

女子代表選手なし

　兼第２３回オールジャパンレディストーナメント選考会 PT03-02 盛岡スターレーン 平成２２年４月４日 ７名 シニアレディス(６０歳以上)
久慈順子

　兼第４３回全日本シニア選手権大会選考会 PT03-02 盛岡スターレーン 平成２２年４月４日 代表選手なし

　兼第３７回東北総合体育大会少年第１次選考会 PT03-02 盛岡スターレーン 平成２２年４月４日 ４名 男子の部 (９Ｇ)
第１位 細川侑輝 1,504
第２位 菊池和吉 1,286
第３位 鷹觜直樹 1,229
第４位 田村将磨 1,125

女子の部
なし

第３７回東北総合体育大会最終選考会 PT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成22年4月3日 １５名 男子の部 (２１Ｇ) 勝点 合計
PT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成22年4月10日 工藤文彰 4,639 260 4,899
PT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成22年4月11日 小笠原　賢 4,381 260 4,641

沼田　聡 4,398 220 4,618
木村　聡 4,373 240 4,613
菊池英明 4,177 240 4,417

小野寺亮太 4,156 200 4,356
高橋宗康 4,131 120 4,251
伊藤博志 3,851 140 3,991

女子の部 (２１Ｇ) 勝点 合計
小笠原由美子 4,034 300 4,334

鈴木ゆかり 4,047 200 4,247
大平洋子 3,940 300 4,240
阿部暁美 3,791 230 4,021

高橋久美子 3,782 230 4,012
兼平彩夏 3,712 240 3,952
細川直美 3,668 180 3,848

第１２回岩手県中学生高校生ボウリング競技会 PT03-03 ビッグハウス･スーパーレーン 平成22年4月11日 中学生 中学生男子の部 (６Ｇ)
２名 第１位 平中　彗 970

高校生 中学生女子の部 (６Ｇ)
５名 第１位 猿川亜実 871

高校生男子の部 (６Ｇ)
第１位 細川侑輝 1,101
第２位 鷹觜直樹 914
第３位 菊池和吉 821

高校生女子の部 (６Ｇ)
第１位 門間千尋 1,005

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成22年度　事業報告　県連盟为催大会（２）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

　兼第３７回東北総合体育大会少年最終選考会 PT03-03 ビッグハウス･スーパーレーン 平成22年4月11日 男子の部 (１５Ｇ)
第１位 細川侑輝 2,605
第２位 鷹觜直樹 2,143

女子の部 (６Ｇ)
第１位 門間千尋 1,005

第２１回岩手県社会人ボウリング選手権大会 PT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年５月３０日 ８４名 ３人チーム戦(２７G)
第１位:奥州Ａ 5,915

高橋宗康 木村　聡 菊池英明
第２位:滝沢 5,816

武田和宏 菊地明美 沼田　聡
第３位:ｽｰﾊﾟｰＥ 5,772

工藤文彰 小笠原由美子 小笠原　賢
第４位:ｽｰﾊﾟｰＣ 5,646

松村春道 小林みち子 下田栄彦
第５位:奥州Ｂ 5,628

藤原将臣 鈴木ゆかり 小島　良
第６位:ｽｰﾊﾟｰＢ 5,618

小林恒雄 中村栄治 栃内秀士
男子個人表彰 (６Ｇ)

第１位 沼田　聡 1,422
第２位 千葉　勇 1,418
第３位 松村春道 1,408
第４位 山崎　悟 1,394
第５位 黒澤　誠 1,356
第６位 菊池史和 1,336

個人H/G 小野寺亮太 288
個人H/S 松村春道 740

女子個人表彰
第１位 及川弘代 1,242
第２位 鈴木ゆかり 1,224
第３位 菊地明美 1,202
第４位 久慈順子 1,195
第５位 大平洋子 1,177
第６位 小林みち子 1,162

個人H/G 鈴木ゆかり 259
個人H/S 鈴木ゆかり 658

　兼第３２回東北社会人ボウリング選手権大会県選考会 PT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年５月３０日 男子 男子代表選手
５４名 沼田　聡 千葉　勇 黒澤　誠 戸塚孝徳

女子 藤原将臣 高橋宗康 木村　聡 佐藤信也
１６名 小野寺亮太 小林恒雄 川原重治郎 佐々木博幸

伊藤　誠 畑福孝康 小島　良 昆　勝博
 武田和宏 菊池英明 坂本　貢 大平恵介

丸山忠夫
女子代表選手
鈴木ゆかり 菊地明美 久慈順子 小林みち子
阿部暁美 檜垣智美

第２２回岩手県実業団ボウリング競技会 PT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年５月３０日 ２８名 ３人チーム戦(２７G)
第１位:JR東日本盛岡A 5,461

中田純也 千田　晃 高橋良典
第２位:岩手県予防医学協会A 5,441

鈴木和彦 川端寿行 鈴木　等
第３位:NEC東北Ｂ 5,365

小野寺誠之 千葉清一 高橋宗義
第４位:ベルプラス 5,049

高橋文和 菊池雅彦 佐々木聡昭
第５位:岩手県予防医学協会Ｂ 4,673

北舘潤一 金濱雄悦 一方井正宏
第６位:JR東日本盛岡Ｂ 4,642

岩崎史誉 三浦勇一 田中正二

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成22年度　事業報告　県連盟为催大会（３）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

第２２回岩手県実業団ボウリング競技会 PT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年５月３０日 個人表彰 (６Ｇ)
第１位 鈴木和彦 1,399
第２位 中田純也 1,279
第３位 千葉清一 1,273
第４位 鈴木　等 1,257
第５位 小野寺誠之 1,256
第６位 千田　晃 1,247

個人H/G 鈴木和彦
佐々木聡昭

個人H/S 鈴木和彦 723

ＩＢＣ杯第２８回岩手県２人チーム選手権大会 PT03-05 キャニオンボウル 平成２２年６月２０日 ６６名 １位:スターＡ 佐々木和夫 川原重治郎 3,766
(３３チーム) ２位:スターＢ 小野寺亮太 久慈順子 3,732

３位:奥州Ａ 鈴木ゆかり 木村　聡 3,630
４位:スターＣ 大平洋子 藤原孝至 3,543
５位:スターＤ 谷藤　元 吉田美都子 3,451
６位:花巻Ｂ 陳田康夫 畑福孝康 3,413

個人H/G 佐々木和夫 279
個人H/S 佐々木和夫 732

　兼第３０回東北シニア選手権大会選考会 PT03-05 キャニオンボウル 平成２２年６月２０日 男子 男子代表選手
３１名 佐々木和夫 菅原和郎 畑福孝康 吉田勝弘

女子 藤村他可夫 藤原孝至 伊藤　誠 薄衣純一
７名 大平恵介 菅野和郎 菊池史和 菊池　進

高橋宗康 菊池　晃
女子代表選手

久慈順子 大平洋子 及川弘代 吉田美都子
小林みち子 吉田智子 佐野峯英子

第６２回岩手県民体育大会 PT03-06 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年７月１０日・１１日 １５５名 団体戦(36G)
男子 1位：盛岡市Ａ 7,639

１２６名 栃内秀士 山崎剛志 山崎　悟 黒澤　誠
女子 2位：奥州市Ａ 7,498

２９名 佐藤信也 高橋宗康 鈴木ゆかり 木村　聡
3位：雫石町 7,483

根澤由則 大塚　徹 吉田勝弘 久慈順子
4位：盛岡市Ｂ 7,413

小野寺亮太 吉田美都子 鈴木　高 丸山忠夫
5位：岩手町 7,393

丹内　忠 中村真一 助川公一 山口忠司
6位：盛岡市Ｃ 7,347

川原重治郎 平中　薫 小林恒雄 佐々木和夫
7位：滝沢村Ａ 7,225

及川勝幸 菊地明美 武田和宏 沼田　聡
8位：奥州市Ｂ 7,188

佐々木博幸 佐藤　馨 及川省三 菊池英明

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 1,948
第２位 佐藤信也 奥州市 1,926
第３位 小島　良 奥州市 1,848

３０才代
第１位 阿部年彦 北上市 1,915
第１位 中村真一 岩手町 1,915
第３位 紺野久美子 奥州市 1,767

４０才代
第１位 沼田　聡 滝沢村 1,939
第２位 黒澤　誠 盛岡市 1,913
第３位 木村　聡 奥州市 1,896

279

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成22年度　事業報告　県連盟为催大会（４）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

第６２回岩手県民体育大会 PT03-06 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年７月１０日・１１日 ５０才以上
第１位 久慈順子 雫石町 1,926
第２位 川原重治郎 盛岡市 1,916
第３位 佐々木健三 一関市 1,899

第２４回岩手県４人チームボウリング選手権大会 PT03-07 キャニオンボウル 平成２２年８月２２日 ８８名 団体戦(３６Ｇ)
(２２チーム) 1位:ｽｰﾊﾟｰA 7,696

男子 小笠原由美子 根田光朗 工藤文彰 小笠原　賢
５９名 2位：奥州Ａ 7,640

女子 佐藤信也 鈴木ゆかり 菊池英明 高橋宗康
１９名 3位：スターＣ 7,432

吉田拓未 谷藤　元 千葉光悦 黒澤　誠
4位：スターB 7,430

吉田勝弘 大平洋子 丸山忠夫 佐々木和夫
5位：スターA 7,391

吉田美都子 小野寺亮太 藤原孝至 久慈順子
6位：滝沢Ａ 7,258

及川勝幸 菊地明美 武田和宏 沼田　聡
個人H/G 木村　聡 290
個人H/S 小笠原　賢 692

　兼第３７回東北選手権大会第１次選考会 PT03-07 キャニオンボウル 平成２２年８月２２日 男子　４６名 男子の部 (６Ｇ)
女子　２１名 第１位 佐藤信也 1,355

第２位 木村　聡 1,323
第３位 工藤文彰 1,320
第４位 小笠原　賢 1,314
第５位 根田光朗 1,301
第６位 吉田拓未 1,300

女子の部 (６Ｇ)
第１位 鈴木ゆかり 1,302
第２位 菊地明美 1,287
第３位 小笠原由美子 1,280
第４位 高橋久美子 1,134
第５位 久慈順子 1,131
第６位 及川弘代 1,126

　兼第４３回全日本新人選手権大会選考会 PT03-07 キャニオンボウル 平成２２年８月２２日 少年男子、少年女子の部 なし
成年男子の部 吉田拓未
成年女子の部 千田裕子

　兼内閣総理大臣杯第３９回全国都道府県対抗選手権大会選考会 PT03-07 キャニオンボウル 平成２２年８月２２日 男子　４６名 男子代表選手 なし
女子　２１名 女子代表選手 久慈順子

　兼第１回東日本シニア競技大会選考会 PT03-07 キャニオンボウル 平成２２年８月２２日 男子代表選手
伊藤　誠 菊池史和 丸山忠夫 佐々木和夫
菊池　晃 藤原孝至

女子代表選手
久慈順子 及川弘代 大平洋子 吉田美都子

小林みち子

岩手日報杯第２６回岩手県３人チーム選手権大会 PT03-08 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年９月１２日 ７８名 団体戦(２７Ｇ)
(２６チーム) 1位：滝沢A

男子 武田和宏 菊地明美 沼田　聡
５９名 2位：スターＢ

女子 大平洋子 丸山忠夫 佐々木和夫
１９名 3位：スターA

藤村他可夫 久慈順子 黒澤　誠
4位：ｽｰﾊﾟｰA

工藤文彰 小笠原由美子 小笠原　賢
5位：奥州A

佐藤信也 鈴木ゆかり 菊池英明

5,520

5,449

5,369

5,321

5,309

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成22年度　事業報告　県連盟为催大会（５）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

岩手日報杯第２６回岩手県３人チーム選手権大会 PT03-08 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年９月１２日 6位：花巻
大平恵介 畑福孝康 伊藤　誠

個人H/G 佐々木和夫 262
個人H/S 武田和宏 707

　兼第３７回東北選手権大会第２次選考会 PT03-08 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年９月１２日 男子　３３名 男子の部 (１２Ｇ)
女子　１７名 第１位 佐藤信也 2,649

第２位 工藤文彰 2,600
第３位 武田和宏 2,522
第４位 伊藤　誠 2,494
第５位 大平恵介 2,493
第６位 沼田　聡 2,487

女子の部 (１２Ｇ)
第１位 小笠原由美子 2,402
第２位 鈴木ゆかり 2,361
第３位 高橋久美子 2,348
第４位 菊地明美 2,283
第５位 久慈順子 2,225
第６位 檜垣智美 2,165

男子代表選手
佐藤信也 工藤文彰 武田和宏 伊藤　誠
大平恵介 沼田　聡 吉田拓未 小笠原　賢
木村　聡 及川勝幸 根田光朗 千葉光悦

女子代表選手
小笠原由美子 鈴木ゆかり 高橋久美子 菊地明美

久慈順子 檜垣智美 菅原里江 阿部暁美

第２５回岩手県支部対抗ボウリング競技会 PT03-09 盛岡スターレーン 平成２１年１０月３日 ３０名 決勝ベーカー方式トーナメント
　兼第３９回全日本支部対抗選手権大会選考会 (６チーム) １回戦

男子 メイク ３６８－２７５ 盛岡ｽｰﾊﾟｰ
２７名 遠野 ３７４－３３６ 盛岡ｽﾀｰＢ

女子 ２回戦
　４名 メイク ３８３－３３３ 奥州

盛岡ｽﾀｰA ３３９－３３９ 遠野
８ピン － ７ピン ＊１ショットﾏｯﾁ

５-６位決定戦
盛岡ｽﾀｰＢ ３８２－３３７ 盛岡ｽｰﾊﾟｰ

３-４位決定戦
遠野 ２９７－３８７ 奥州

１-２位決定戦
盛岡ｽﾀｰA ３７１－３４５ メイク

１位:盛岡ｽﾀｰﾚｰﾝＡ

２位：メイク

３位：奥州

４位：遠野

５位：盛岡ｽﾀｰﾚｰﾝＢ

６位：盛岡ｽｰﾊﾟｰﾚｰﾝ

個人H/G 谷藤　元 278
個人H/S 佐藤信也 714

　鈴木和彦・勝政圭・一方井正宏・北川鉄夫・鈴木等

5,269

　千葉光悦・吉田拓未・谷藤元・小野寺亮太・久慈順子

　栃内秀士・下田栄彦・根田光朗・小林恒雄・沼田聡

　小島良・高橋久美子・阿部晃也・佐藤信也・菊池英明

　菊池和吉・菊池進・坂下亮祐・滝沢和夫・菊池晃

　藤村他可夫・千田裕子・大平洋子・早山義明・佐々木和夫

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成22年度　事業報告　県連盟为催大会（６）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

第３７回岩手県ボウリング選手権大会 PT03-10 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年１１月２１日 ９３名 男子個人総合 (１２Ｇ)
男子 第１位 佐藤信也 2,684

７３名 第２位 根澤由則 2,591
女子 第３位 沖田敬人 2,542

２０名 第４位 高橋宗義 2,456
第５位 工藤文彰 2,442
第６位 柏原正勝 2,433

男子個人戦 (６Ｇ)
第１位 根澤由則 1,396
第２位 菊池史和 1,297
第３位 高橋宗康 1,244
第４位 工藤文彰 1,243
第５位 小島　良 1,226
第６位 栃内秀士 1,222

男子２人チーム戦 (６Ｇ)
1位：奥州A 佐藤信也 菊池英明 1,310±27
4位：滝沢A 武田和宏 沼田　聡 1,310±120
3位：ｽｰﾊﾟｰＤ 柏原正勝 平中　薫 1,251
4位：ｽﾀｰA 川原重治郎 佐々木和夫 1,249
5位：ｽｰﾊﾟｰＣ 栃内秀士 小林恒雄 1,212
6位：ｽﾀｰＤ 吉田拓未 藤原孝至 1,207
男子個人H/G 佐藤信也 290
男子個人H/S 佐藤信也 793

女子個人総合 (１２Ｇ)
第１位 久慈順子 2,378
第２位 小笠原由美子 2,294
第３位 菅原里江 2,237

女子個人戦 (６Ｇ)
第１位 久慈順子 1,184
第２位 小笠原由美子 1,150
第３位 菅原里江 1,118

女子2人チーム戦 (６Ｇ)
1位：メイクＣ 及川弘代 菅原里江 1,138
2位：ｽﾀｰA 吉田美都子 久慈順子 1,135
3位：ｽｰﾊﾟｰＡ 菅原要子 小笠原由美子 1,120
女子個人H/G 久慈順子 246
女子個人H/S 久慈順子 685

第１３回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(前半) PT03-11 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年１２月５日 ６１名 １０才代 (６Ｇ)
男子 第１位 細川侑輝 1,260

４７名 第２位 兼平彩夏 1,171
女子 第３位 菅原要子 1,077

１４名 ２０才代
第１位 佐藤信也 1,355
第２位 小野寺亮太 1,197
第３位 沖田敬人 1,118

３０才代
第１位 小笠原由美子 1,297
第２位 檜垣智美 1,200
第３位 工藤文彰 1,176

４０才代
第１位 沼田　聡 1,281
第２位 菊池英明 1,245
第３位 菅原里江 1,229

５０才代
第１位 藤原孝至 1,303
第２位 伊藤　誠 1,242
第３位 藤原将臣 1,175

６０才以上
第１位 佐々木和夫 1,267
第２位 久慈順子 1,212
第３位 小林みち子 1,130

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成22年度　事業報告　県連盟为催大会（７）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

　兼第２６回ＪＢＣ会長杯全日本年齢別競技大会県選考会 PT03-11 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年１２月５日 ６１名 １０才代 (６Ｇ)
男子 第１位 細川侑輝 1,260

４７名 第２位 兼平彩夏 1,171
女子 ２０才代

１４名 第１位 佐藤信也 1,355
第２位 小野寺亮太 1,197

３０才代
第１位 小笠原由美子 1,297
第２位 檜垣智美 1,200

４０才代
第１位 沼田　聡 1,281
第２位 菊池英明 1,245

５０才代
第１位 藤原孝至 1,303
第２位 伊藤　誠 1,242

６０才以上
第１位 佐々木和夫 1,267
第２位 久慈順子 1,212

代表選手
１０才代 細川侑輝
２０才代 小野寺亮太
３０才代 檜垣智美
４０才代 菅原里江
５０才代 藤原孝至
６０才超 佐々木和夫

　兼第４９回全日本選手権大会第１次選考会 PT03-11 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２２年１２月５日 ６１名 男子 (６Ｇ)
男子 第１位 佐藤信也 1,355

４７名 第２位 藤原孝至 1,303
女子 第３位 沼田　聡 1,281

１４名 第４位 佐々木和夫 1,267
第５位 細川侑輝 1,260
第６位 菊池英明 1,245

女子
第１位 小笠原由美子 1,207
第２位 菅原里江 1,139
第３位 鈴木ゆかり 1,112
第４位 久慈順子 1,112
第５位 檜垣智美 1,110
第６位 兼平彩夏 1,081

第１３回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(後半) PT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２３年１月３０日 ６７名 １０才代 (１２Ｇ)
男子 第１位 細川侑輝 2,451

５２名 第２位 兼平彩夏 2,360
女子 第３位 菅原要子 2,289

１５名 個人H/G 細川侑輝 247
個人H/S 細川侑輝 699

２０才代
第１位 小野寺亮太 2,519
第２位 佐藤信也 2,516
第３位 沖田敬人 2,217

個人H/G 佐藤信也 269
個人H/S 佐藤信也 747

３０才代
第１位 工藤文彰 2,584
第２位 小笠原由美子 2,575
第３位 檜垣智美 2,456

個人H/G 小笠原由美子 269
個人H/S 工藤文彰 732

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成22年度　事業報告　県連盟为催大会（８）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

第１３回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(後半) PT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２３年１月３０日 ４０才代
第１位 鈴木ゆかり 2,599
第２位 菊池英明 2,513
第３位 沼田　聡 2,476

個人H/G 鈴木ゆかり 279
個人H/S 菊池英明 692

５０才代
第１位 藤原孝至 2,457
第２位 伊藤　誠 2,416
第３位 吉田勝弘 2,406

個人H/G 藤原孝至 258
個人H/S 吉田勝弘 667

６０才以上
第１位 佐々木和夫 2,518
第２位 久慈順子 2,458
第３位 小林みち子 2,273

個人H/G 佐々木和夫 254
個人H/S 佐々木和夫 688

　兼第４９回全日本選手権大会第２次選考会 PT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２３年１月３０日 ５８名 男子 (１２Ｇ)
男子 第１位 工藤文彰 2,584

４４名 第２位 小野寺亮太 2,519
女子 第３位 佐々木和夫 2,518

１４名 第４位 佐藤信也 2,516
第５位 菊池英明 2,513
第６位 沼田　聡 2,476

女子
第１位 鈴木ゆかり 2,419
第２位 小笠原由美子 2,395
第３位 久慈順子 2,278
第４位 檜垣智美 2,276
第５位 菅原里江 2,235
第６位 兼平彩夏 2,180

女子代表選手
久慈順子 檜垣智美

　兼第３８回東北総合体育大会第１次選考会 PT03-12 ビッグハウス･スーパーレーン 平成２３年１月３０日 ６０名 成年男子 (６Ｇ)
男子 第１位 工藤文彰 1,408

４７名 第２位 小野寺亮太 1,322
女子 第３位 吉田勝弘 1,311

１３名 第４位 山崎剛志 1,275
第５位 菊池英明 1,268
第６位 佐々木和夫 1,251

成年女子 (６Ｇ)
第１位 鈴木ゆかり 1,297
第２位 檜垣智美 1,166
第３位 菊地明美 1,121
第４位 兼平彩夏 1,099
第５位 菅原里江 1,096
第６位 小林みち子 1,053

第２６回岩手県知事杯争奪ボウリング競技会 PT03-13 キャニオンボウル 平成２３年２月６日 ６１名 決勝シュートアウト方式
男子 男子１回戦

４２名 小林恒雄 213＋38 沼田　聡 213＋18
女子 千葉　勇 198 大平慶介 170

１９名 男子２回戦
藤村他可夫 211 佐藤信也 198
小林恒雄 197 小野寺亮太 182
男子決勝戦
小笠原　賢 245－188 藤村他可夫

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成22年度　事業報告　県連盟为催大会（９）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 公認No. 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 参　加　人　数

第２６回岩手県知事杯争奪ボウリング競技会 PT03-13 キャニオンボウル 平成２３年２月６日 第１位 小笠原　賢
第２位 藤村他可夫
第３位 佐藤信也
第４位 小林恒雄
第５位 小野寺亮太
第６位 沼田　聡

女子１回戦
菅原里江 181 岩崎京子 172＋38
及川弘代 172＋37 檜垣智美 162
女子２回戦
小笠原由美子 188＋48 鈴木ゆかり 188＋40
大平洋子 170 菅原里江 141
女子決勝戦
小笠原由美子 189－177 久慈順子

第１位 小笠原由美子
第２位 久慈順子
第３位 鈴木ゆかり
第４位 大平洋子
第５位 菅原里江
第６位 岩崎京子

　兼第３８回東北総合体育大会第２次選考会 PT03-13 キャニオンボウル 平成２３年２月６日 ４４名 成年男子 (１２Ｇ)
男子 第１位 小野寺亮太 2,740

３０名 第２位 菅原修明 2,529
女子 第３位 沼田　聡 2,483

１３名 第４位 菊池英明 2,482
第５位 佐々木博幸 2,462
第６位 小林恒雄 2,461

成年女子 (１２Ｇ)
第１位 鈴木ゆかり 2,506
第２位 檜垣智美 2,274
第３位 大平洋子 2,250
第４位 菅原里江 2,182
第５位 菊地明美 2,143
第６位 兼平彩夏 2,111

成年男子代表選考強化指定A選手
佐藤信也 小笠原　賢
成年男子代表選考強化指定Ｂ選手
小野寺亮太 菅原修明 沼田　聡 菊池英明
佐々木博幸 小林恒雄
成年女子代表選考強化指定A選手
小笠原由美子
成年女子代表選考強化指定Ｂ選手
鈴木ゆかり 檜垣智美 大平洋子 菅原里江
菊地明美 兼平彩夏 高橋久美子

第２２回岩手県連会長杯争奪ボウリング競技会 PT03-14 盛岡スターレーン 平成２３年３月６日 ５１名 ７Ｇ (ﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ)
男子 第１位 小笠原　賢 1,688(70)

４１名 第２位 藤原将臣 1,559(40)
女子 第３位 山崎剛志 1,557(50)

１０名 第４位 小笠原由美子 1,546(40)
第５位 栃内秀士 1,509(30)
第６位 丸山忠夫 1,508(40)

個人H/G 小笠原　賢 290
個人H/S 小笠原　賢 752

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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