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平成26年度　JBC主催大会（１）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 主　管 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 監　　　督

ＮＨＫ杯争奪第４８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26年5月9日～11日 小笠原由美子 久慈順子 柏原正勝

経済産業大臣杯争奪第４０回全日本実業団産業別選手権大会 京都府 しょうざんボウル／ＭＫボウル上賀茂 平成26年6月13日～15日 参加者なし

第２７回オールジャパンレディーストーナメント 静岡県 浜松毎日ボウル 平成26年6月6日～8日 久慈順子 菅原要子 久慈順子

第５０回東日本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26年6月20日～21日 田村　満 昆　勝博 下田栄彦 薄衣純一 田村　満
高橋久美子 吉田智子

第４７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26年7月4日～5日 田村　満 下田栄彦 田村　満 久慈順子 佐々木孝造

文部科学大臣杯争奪第３８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26年7月22日～24日 兼平彩夏 阿部航希

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26年7月29日～30日 猿川温久 平中　彗 畠山智輝 猿川亜実 千葉有夏
第３８回全日本高校ボウリング選手権大会

第５回全日本小学生競技大会 愛知県 稲沢グランドボウル 平成26年8月2日～3日 上野吉朗 千田祐太 會田薫子 高藤真帆 栗林結衣
【入賞】

小学6年生男子の部　第2位　千田祐太
小学4年生女子の部　第9位　栗林結衣

日本スポーツマスターズ２０１４　ボウリング競技 埼玉県 新狭山グランドボウル 平成26年9月19日～22日 上野吉朗 佐々木博幸 藤原孝至 芳野　悟 吉田勝弘
吉田智子 菊地明美 吉田美都子 久慈順子

【入賞】

男子4人チーム戦　第5位
男子選手権者決定戦　第5位　佐々木博幸

第６９回国民体育大会国体ボウリング競技 長崎県 長崎ラッキーボウル 平成26年10月13日～16日 成年男子
菊池史和 佐藤信也 千田　晃 谷藤　元 伊藤　誠

少年男子
平中　薫 平中　彗 畠山智輝

少年女子
小林みち子 猿川亜実 千葉有夏

第４７回全日本新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26年10月24日～26日 佐々木　奨 千田祐太 畠山智輝 佐々木　奨 菅原修明
菅原要子

内閣総理大臣杯文部科学大臣杯争奪 和歌山県 紀の川ボウル 平成26年11月6日～9日 根田光朗 小笠原由美子 平中　彗 鈴木ゆかり 小島　良
第４３回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会 【入賞】
国体ボウリング競技リハーサル大会 女子選手権者決定戦　第3位　小笠原由美子

第５回東日本シニアボウリング競技大会 福島県 ボウルアピア郡山 平成26年11月14日～16日 小林恒雄 藤原孝至 田村　満 高橋宗康 菅原和郎
丸山忠夫 佐々木和夫 佐々木孝造 小林恒雄
吉田智子 大平洋子 久慈順子

【入賞】
女子グランドシニア個人総合決定戦　第2位　久慈順子

第１３回アジアシニア選手権大会 フィリピン AMF-Puyat Coronado Lanes 平成26年11月25日～12月3日 久慈順子
【入賞】女子グランドシニア部門
ダブルス戦1位，4人チーム戦1位，オールエベンツ1位
マスターズ戦2位

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者
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平成26年度　JBC主催大会（２）
大　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　名 主　管 会　　　　　　　　　　　　　　場 期　　　　　　　　日 監　　　督

第４７回全日本実業団選手権大会 広島県 キャッスルボウル福山 平成26年11月22日～24日 参加者なし

文部科学大臣杯争奪第２１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26年12月19日～21日 参加者なし

第４３回全日本クラブ対抗ボウリング選手権大会 東京都 東大和グランドボウル 平成27年1月23日～25日 黒澤　誠 黒澤　誠 栗林春稀 昆　勝博 久慈順子
丸山忠夫

第３２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27年2月6日～8日 参加者なし

ＪＢＣ会長杯第３０回全日本年齢別ボウリング選手権大会 大阪府 イーグルボウル 平成27年2月13日～15日 小林恒雄 菅原要子 兼平彩夏 小島　良 田村　満
小林恒雄

第４６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27年2月24日～26日 参加者なし

文部科学大臣杯争奪第５３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27年3月12日～15日 菊池史和 猿川亜実 千葉有夏 菅原里江 小笠原由美子
菅原要子 鈴木ゆかり
菅原修明 下田栄彦 菊池史和 平中　彗
佐藤信也 佐々木　奨

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者
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平成26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３４回東北選抜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26年4月12日～13日 大平洋子 田村　満 小笠原　賢 阿部航希 工藤文彰
谷藤　元 佐々木和夫 柏原正勝
久慈順子 菅原要子 大平洋子 猿川亜実
千葉有夏 小笠原由美子 鈴木ゆかり

【入賞】
なし

日本スポーツマスターズ２０１４第１４回東北ブロック大会 岩手県 ビッグハウススーパーレーン 平成26年5月24日～25日 男子
小林恒雄 佐々木博幸 藤原孝至 芳野　悟 吉田勝弘

女子
小林恒雄 吉田智子 菊地明美 吉田美都子 久慈順子

【入賞】
男子２人チーム第１位 　 佐々木博幸 藤原孝至
男子４人チーム第３位 　
男子個人総合第２位 佐々木博幸

女子４人チーム第１位 　
女子個人総合第３位 久慈順子

第１９回東北実業団ボウリング競技会 宮城県 タイトーボウル　グルーバーズ 平成26年5月31日～6月1日 鈴木和彦 岩手県予防医学協会
鈴木和彦 齋藤健一 金濱雄悦 鈴木　等
北川鉄夫 勝政　亮 北館潤一 鎌田　渉
ＮＥＣ ＮＰ
岩渕洋人 高橋あさ子 鈴木義典
小野寺誠之 高橋宗義 千葉清一

【入賞】
なし

第１３回東北中学生高校生ボウリング選手権大会 福島県 ボウルアピア郡山 平成26年6月28日～29日 小林みち子 中学生の部
阿部航希 栗林春稀 西川恵輔 小西　拳

根田光朗 高校生の部
千葉有夏 猿川亜実
平中　彗 畠山智輝 吉田昌博 大西優太

【入賞】
中学生の部 第2位 阿部航希
高校生女子の部　第4位 猿川亜実

第４１回東北総合体育大会 福島県 ボウルアピア郡山 平成26年7月11日～13日 成年男子
　兼第６９回国民体育大会東北ブロック予選大会 菊池史和 佐藤信也 千田　晃 谷藤　元 伊藤　誠

成年女子
小林恒雄 小笠原由美子 菅原要子 鈴木ゆかり 菅原里江

少年男子
平中　薫 平中　彗 畠山智輝

少年女子
小林みち子 猿川亜実 千葉有夏

【入賞】
少年男子個人戦第３位 畠山智輝
少年男子2人チーム戦第２位 平中　彗 畠山智輝
少年女子2人チーム戦第３位 猿川亜実 千葉有夏
成年男子個人戦第１位 佐藤信也
成年男子2人チーム戦第２位 佐藤信也 千田　晃
総合成績第3位

派　　　遣　　　選　　　手　　　、　　　入　　　賞　　　者
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平成26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３４回東北シニア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26年8月30日～31日 小林恒雄 佐々木和夫 丸山忠夫 吉田勝弘 芳野　悟
藤原孝至 伊藤　誠 大平恵介 陳田康夫
菊池英明 佐藤　馨 下田栄彦 田村　満
薄衣純一 畑福孝康 小笠原　賢 木村　聡
菅原和郎 佐々木孝造 菊池　進 菊池　晃
高橋宗康 福井　洋 岩泉　優 田中正二
菅野和郎 山田浩幸 三浦　啓
鈴木ゆかり 久慈順子 吉田智子 及川弘代
吉田美都子 小林みち子 大平洋子

【入賞】
男子個人戦第２位 藤原孝至
男子個人戦第３位 小笠原　賢
男子個人戦第５位 吉田勝弘
男子２人チーム戦第２位 岩泉　優 田中正二
男子２人チーム戦第４位 吉田勝弘 芳野　悟
男子選手権決定戦第２位 吉田勝弘
男子選手権決定戦第４位 佐々木和夫
男子個人ハイゲーム 岩泉　優
女子個人戦第２位 久慈順子
女子２人チーム戦第２位 鈴木ゆかり 久慈順子
女子選手権決定戦第２位 久慈順子

第３６回東北社会人ボウリング選手権大会 宮城県 ボウルジャンボフォルテ 平成26年9月13日～14日 菊池史和 工藤文彰 小笠原　賢 大久保　陽 菊池英明
佐藤信也 谷藤　元 伊藤　誠 戸羽康之
田村　満 陳田康夫 菊池　晃 菊池史和
久慈順子 鈴木ゆかり 菅原要子 菅原里江
小笠原由美子 兼平彩夏

【入賞】
小笠原由美子
佐藤信也

第４１回東北実業団ボウリング選手権大会 秋田県 ボウルジャンボ秋田 平成26年10月4日～5日 根田光朗 盛岡赤十字病院
佐々木　恵 毛利　明子 根田光朗
岩手県予防医学協会
鈴木和彦 齋藤健一 鈴木　等
北川鉄夫 北舘潤一 川端寿行 勝政　亮
ＮＥＣ　NP
岩渕洋人 高橋宗義 千葉清一 高橋あさ子
ＪＲ東日本盛岡支社
中田純也 千田　晃

【入賞】
なし

第４１回東北ボウリング選手権大会 青森県 アオモリボウル 平成26年11月1日～2日 菊池史和 平中　彗 谷藤　元 小笠原　賢 伊藤　誠
工藤文彰 平中　薫 岩泉　優 大平恵介
戸羽康之 佐々木　奨 昆　勝博 菊池英明
小笠原由美子 菅原要子 菅原里江 鈴木ゆかり
阿部暁美 兼平彩夏 高橋久美子 久慈順子

【入賞】
4人チーム戦第6位　平中　彗、谷藤　元、小笠原　賢、伊藤　誠
２人チーム戦第１位 小笠原由美子 菅原要子
4人チーム戦第1位 小笠原由美子、菅原要子、菅原里江、鈴木ゆかり

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４位
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平成26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

第４回岩手県ボウリング連盟理事長杯ボウリング選手権大会 TT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月6日 73名 (9Ｇ) (H/C)
男子 第１位 小笠原　賢 2,000 (45)

58名 第２位 丸山忠夫 1,932 (225)
女子 第３位 佐々木和夫 1,927 (90)

15名 第４位 佐藤信也 1,919
第５位 大平恵介 1,906 (90)
第６位 菊池英明 1,887 (45)

個人H/G 菅原里江 288 （15）
個人H/S 昆　勝博 748

　兼日本スポーツマスターズ２０１４選考会 TT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月6日 男子代表選手
芳野　悟 吉田勝弘 藤原孝至 佐々木博幸

女子代表選手
菊地明美 久慈順子 吉田智子 吉田美都子

　兼第５１回東日本選手権大会選考会 TT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月6日 男子代表選手
佐藤信也 昆　勝博 田村　満 下田栄彦

女子代表選手
高橋久美子 吉田智子

　兼第２６回オールジャパンレディストーナメント選考会 TT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月6日 ヤングの部 ミドルの部 シニアの部
菅原要子 なし 久慈順子

　兼第４７回全日本シニア選手権大会選考会 TT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月6日 男子シニア 男子ハイシニア 男子マスターズ
田村　満 なし 丸山忠夫
下田栄彦 佐々木孝造

女子シニア 女子ハイシニア 女子マスターズ
なし 久慈順子 なし

　兼第３４回東北シニア選手権大会選考会 TT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月6日 男子代表選手
小笠原　賢 丸山忠夫 佐々木和夫 大平恵介
菊池英明 吉田勝弘 芳野　悟 薄衣純一
伊藤　誠 田村　満 藤原孝至 下田栄彦
畑福孝康 佐藤　馨 木村　聡 藤村他可夫
多田　隆 陳田康夫 菅原和郎

女子代表選手
久慈順子 鈴木ゆかり 吉田美都子 小林みち子
吉田智子 及川弘代

第４１回東北総合体育大会少年第１次選考会 TT03-01 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月6日 男子の部 (9Ｇ)
第１位 平中　彗 1,638
第２位 阿部航希 1,561

女子の部 (9Ｇ)
第１位 猿川亜実 1,641
第２位 千葉有夏 1,512

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成26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４１回東北総合体育大会最終選考会 TT03-02 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年3月22日 25名 男子の部 (48Ｇ) 合計
ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年3月23日 男子 第１位 佐藤信也 10,134
ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月19日 17名 第２位 谷藤　元 9,159
ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月20日 女子 第３位 伊藤　誠 8,987

8名 第４位 千田　晃 8,964
第５位 小島　良 8,906
第６位 平中　薫 8,899
第７位 菅原修明 8,823
第８位 菊池英明 8,729
第９位 富谷頼行 8,698
第１０位 佐藤　馨 8,689
第１１位 下田栄彦 8,589
第１２位 田村　満 8,567
第１３位 戸羽康之 8,545
第１４位 吉田拓未 8,463
第１５位 黒澤　誠 8,425
第１６位 佐々木　奨 8,297
第１７位 近藤純一 8,082

女子の部 (48Ｇ) 合計
第１位 小笠原由美子 9,323
第２位 菅原要子 8,982
第３位 鈴木ゆかり 8,581
第４位 菅原里江 8,531
第５位 兼平彩夏 8,383
第６位 阿部暁美 8,257
第７位 高橋久美子 8,124
第８位 大和田美智子 8,072

第１６回岩手県中学生高校生ボウリング競技会 TT03-03 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月20日 中学生 中学生男子の部 (9Ｇ)
　兼第３８回全日本中学選手権大会選考会 3名 第１位 阿部航希 1,541
　兼ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第３８回全日本高校選手権大会選考会 高校生 第２位 栗林春稀 1,301

6名 第３位 西川恵輔 1,236
個人H/G 阿部航希 213
個人H/S 阿部航希 582

高校生男子の部 (9Ｇ)
第１位 畠山智輝 1,663
第２位 大西優太 1,508
第３位 平中　彗 1,502

個人H/G 畠山智輝 233
個人H/S 畠山智輝 620

高校生女子の部 (9Ｇ)
第１位 千葉有夏 1,548
第１位 猿川亜実 1,541

個人H/G 千葉有夏 205
個人H/S 千葉有夏 571

第４１回東北総合体育大会少年第２次選考会 TT03-03 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月20日 男子の部 (9Ｇ)
第１位 畠山智輝 3,172
第２位 平中　彗 3,140

女子の部 (9Ｇ)
第１位 猿川亜実 3,182
第２位 千葉有夏 3,060

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成26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

第４回岩手県小学生ボウリング競技会 TT03-04 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年4月20日 4年生以下 4年生以下男子の部 (3Ｇ)
5名 第１位 及川　碧 327

第２位 濱端有吾 248
個人H/G 及川　碧 114

4年生以下女子の部 (3Ｇ)
第１位 栗林結衣 367
第２位 大平未空 314
第３位 菊地愛華 249

個人H/G 栗林結衣 130
5年生以上 5年生以上男子の部 (4Ｇ)

7名 第１位 千田祐太 671
第２位 大平　諒 497
第３位 八重樫虎太郎 486

個人H/G 千田祐太 189
5年生以上女子の部 (4Ｇ)

第１位 會田薫子 554
第２位 高藤真帆 548
第３位 吉田　舜 258

個人H/G 會田薫子 165

第２８回岩手県４人チームボウリング選手権大会 TT03-05 盛岡スターレーン 平成26年5月18日 80名 団体戦(３６Ｇ)
(20チーム) 1位：ｽｰﾊﾟｰA 7,314 (315)

男子 工藤文彰 菅原要子 小笠原由美子 小笠原　賢
63名 2位：スターA 7,095 (405)

女子 佐々木和夫 芳野　悟 藤原孝至 久慈順子
17名 3位：奥州A 6,941 (360)

菊池英明 福井　洋 鈴木ゆかり 高橋宗康
4位:花巻 6,910 (360)

山崎善之 大平恵介 菅原里江 伊藤　誠
5位：スターB 6,909 (495)

谷藤　元 大平洋子 吉田勝弘 丸山忠夫
6位：岩手少年 6,895 (630)

猿川亜実 千葉有夏 平中　彗 畠山智輝
個人H/G 久慈順子 270 （15）
個人H/S 久慈順子 696 （45）

第２５回岩手県社会人ボウリング選手権大会 TT03-06 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年6月15日 69名 ３人チーム戦(２７G)
(23チーム) 第1位:ｽｰﾊﾟｰB 5,924 (135)

男子 岩泉　優 鈴木　高 小笠原　賢
53名 第2位::ｽｰﾊﾟｰA 5,837 (270)

女子 小笠原由美子 菅原要子 工藤文彰
16名 第3位:スターA 5,783 (495)

佐々木和夫 大平洋子 久慈順子
第4位:滝沢A 5,516 (225)

兼平彩夏 工藤善定 武田和宏
第5位:奥州C 5,487 (45)

大久保　陽 小野寺亮太 菊池英明
第6位:メイクA 5,516 (270)

柏原正勝 吉田智子 戸羽康之

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成26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２５回岩手県社会人ボウリング選手権大会 TT03-06 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年6月15日 男子個人表彰 (６Ｇ)
第１位 武田和宏 1,473 (30)
第２位 芳野　悟 1,388 (30)
第３位 工藤文彰 1,331
第４位 佐藤信也 1,315
第５位 戸羽康之 1,314
第６位 鈴木　高 1,313 (30)

個人H/G 谷藤　元 279
個人H/S 谷藤　元 774

女子個人表彰
第１位 久慈順子 1,459 (150)
第２位 鈴木ゆかり 1,341 (120）
第３位 菅原要子 1,279 (90)
第４位 小笠原由美子 1,272 (90)
第５位 吉田智子 1,237 (120)
第６位 大平洋子 1,200 (120)

個人H/G 久慈順子 241 （15）
個人H/S 久慈順子 698 （45）

　兼第３５回東北社会人ボウリング選手権大会県選考会 TT03-06 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年6月15日 男子代表選手
工藤文彰 佐藤信也 戸羽康之 小笠原　賢
菊池　晃 谷藤　元 菊池史和 伊藤　誠
小林恒雄 田村　満 菊池　英明 大久保　陽
陳田康夫 多田　隆 福井　洋 大平恵介

 菅原和郎 昆　勝博 小島　良 小野寺亮太
畑福孝康

女子代表選手
久慈順子 鈴木ゆかり 菅原要子 小笠原由美子
菅原里江 小林みち子

第６６回岩手県民体育大会 TT03-07 ビッグハウス･スーパーレーン 平成25年7月5日・6日 142名 団体戦(36G)
男子 1位：花巻市Ａ 7,250 （270）

118名 伊藤　誠 柏原正勝 大平恵介 藤原孝至
女子 2位：盛岡市Ａ 7,212 （225）

24名 小笠原由美子 谷藤　元 岩泉　優 小笠原　賢
3位：盛岡市B 6,947 （315）

栃内秀士 吉田拓未 吉田美都子 平中　薫
4位：奥州市A 6,918 （225）

佐藤信也 菅原勝則 鈴木ゆかり 佐々木博幸
5位：盛岡市D 6,910 (180)

千田　晃 中村栄治 小林恒雄 黒澤　誠
6位：岩手町 6,809 ( 45)

丹内　忠 外山了一 中村真一 助川公一
7位：滝沢市A 6,787 (360)

藤倉邦男 菊地明美 田中正二 武田和宏
8位：奥州市D 6,645 (315)

近藤純一 遠藤　実 及川省三 伊藤　司

入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者
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平成26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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

第６６回岩手県民体育大会 TT03-07 ビッグハウス･スーパーレーン 平成25年7月5日・6日 年齢別個人戦（男女混合）(９Ｇ)
２９才以下

第１位 千田　晃 盛岡市 1,848
第２位 菅原要子 盛岡市 1,833(135)
第３位 兼平彩夏 滝沢市 1,684(135)
３０才代
第１位 佐藤信也 奥州市 1,871
第１位 小島　良 奥州市 1,680
第３位 町場忠之 雫石町 1,645
４０才代
第１位 戸羽康之 陸前高田市 1,806
第２位 黒澤　誠 盛岡市 1,784
第３位 菅原里江 一関市 1,772(135)
５０才代
第１位 小笠原　賢 盛岡市 1,945(45)
第２位 鈴木ゆかり 奥州市 1,896(180)
第３位 柏原正勝 花巻市 1,816(45)

６０才以上
第１位 中村栄治 盛岡市 1,898(90)
第２位 福井　洋 奥州市 1,818(90)
第３位 佐藤　実 陸前高田市 1,813(90)

第３０回岩手県３人チームボウリング選手権大会 TT03-08 盛岡スターレーン 平成26年8月3日 93名 ３人チーム戦(２７G)
(31チーム) 第1位:ｽｰﾊﾟｰA 5,669 (180)

男子 工藤文彰 小笠原由美子 小笠原　賢
74名 第2位:花巻A 5,535 (315)

女子 大平恵介 菅原里江 伊藤　誠
19名 第3位:奥州B 5,468 (315)

藤原将臣 鈴木ゆかり 福井　洋
第4位:奥州A 5,373 (45)

佐藤信也 菊池英明 大久保　陽
第5位:スターB 5,307 (405)

谷藤　元 大平洋子 吉田美都子
第6位:スターA 5,291 (405)

佐々木和夫 吉田勝弘 久慈順子
個人H/G 小笠原由美子 280（15）
個人H/S 小笠原由美子 792（45）

　兼第４１回東北選手権大会第１次選考会 TT03-08 盛岡スターレーン 平成26年8月3日 男子の部 (６Ｇ)
第１位 伊藤　誠 1,256
第２位 谷藤　元 1,192
第３位 大平恵介 1,190
第４位 小笠原　賢 1,180
第５位 昆　勝博 1,179
第６位 岩泉　優 1,153

女子の部 (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,302
第２位 鈴木ゆかり 1,112
第３位 久慈順子 1,106
第４位 菅原里江 1,098
第５位 菅原要子 1,078
第６位 兼平彩夏 1,066
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平成26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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

　兼第４７回全日本新人選手権大会選考会 TT03-08 盛岡スターレーン 平成26年8月3日 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子
佐々木　奨 菅原要子 畠山智輝 なし
菅原修明 千田祐太

　兼内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯争奪 TT03-08 盛岡スターレーン 平成26年8月3日 男子の部 平中　彗 小島　良
　　第4３回全国都道府県対抗選手権大会選考会 女子の部 小笠原由美子 鈴木ゆかり

第２６回岩手県実業団ボウリング競技会 TT03-09 盛岡スターレーン 平成26年8月3日 19名 ３人チーム戦(２７G)
男子 第１位:JR東日本盛岡 4,826

16名 中田純也 瀬川敏正 千田　晃
女子 第２位岩手県予防医学協会Ａ 4,677 (45)

3名 鈴木和彦 金濱雄悦 齋藤健一
第３位:NECﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 4,665 (90)

小野寺誠之 高橋宗義 岩渕洋人
個人表彰 (６Ｇ)

第１位 瀬川敏正 1,096
第２位 高橋宗義 1,062 (30)
第３位 小野寺誠之 1,062 (30)
第４位 中田純也 1,062
第５位 鈴木和彦 1,058 (30)
第６位 鈴木　等 1,050 (30)

個人H/G 瀬川敏正 233
個人H/S 中田純也 588

第２５回岩手県連会長杯争奪ボウリング競技会 TT03-10 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年9月7日 74名 ７Ｇ (ﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ)
男子 第１位 小笠原由美子 1,534(40)

58名 第２位 久慈順子 1,469(30)
女子 第３位 大平恵介 1,463(60)

16名 第４位 菅原里江 1,434(40)
第５位 千田　晃 1,433(40)
第６位 平中　彗 1,402(30)

個人H/G 千田　晃 285
個人H/S 大平恵介 694

　兼第４１回東北選手権大会第２次選考会 TT03-10 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年9月7日 男子の部 (１２Ｇ)
第１位 佐藤信也 2,452
第２位 伊藤　誠 2,425
第３位 大平恵介 2,380
第４位 小笠原　賢 2,344
第５位 千田　晃 2,331
第６位 谷藤　元 2,322

女子の部 (１２Ｇ)
第１位 小笠原由美子 2,399
第２位 菅原要子 2,268
第３位 菅原里江 2,238
第４位 久慈順子 2,219
第５位 鈴木ゆかり 2,154
第６位 吉田智子 2,100
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平成26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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

　兼第４１回東北選手権大会第２次選考会 TT03-10 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年9月7日 男子代表選手
伊藤　誠 大平恵介 小笠原　賢 谷藤　元
平中　薫 平中　彗 昆　勝博 岩泉　優
工藤文彰 菊池英明 佐々木　奨 戸羽康之

女子代表選手
小笠原由美子 菅原要子 菅原里江 久慈順子

鈴木ゆかり 兼平彩夏 阿部暁美 高橋久美子

　兼第５回東日本シニア競技大会選考会 TT03-10 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年9月7日 男子シニア 男子グランドシニア
大平恵介 伊藤　誠 丸山忠夫 佐々木孝造

女子シニア 女子グランドシニア

吉田智子 久慈順子

第２９回岩手県支部対抗ボウリング競技会 TT03-11 盛岡スターレーン 平成26年10月19日 35名 決勝ベーカー方式トーナメント
　兼第４３回全日本支部対抗選手権大会選考会 (7チーム) １回戦

男子 花巻 362－319 滝沢
28名 盛岡ｽｰﾊﾟｰ 342－339 奥州B

女子 ２回戦
　7名 奥州A 363－306 花巻

盛岡ｽﾀｰ 332－323 盛岡ｽｰﾊﾟｰ
５-６位決定戦

滝沢 379－344 奥州B
３-４位決定戦

盛岡ｽｰﾊﾟｰ 362－318 花巻
１-２位決定戦

盛岡ｽﾀｰ 381－340 奥州A

１位:盛岡スターレーン
佐々木和夫・黒澤　誠・芳野　悟・久慈順子・丸山忠夫

２位：奥州A
小島　良・佐々木　奨・菅原修明・菊池英明・佐々木博幸

３位：スーパーレーン
平中　彗・小西　拳・西川恵輔・猿川亜実・千葉有夏

４位：花巻
陳田康夫・佐藤修一・菅原里江・大平恵介・伊藤　誠

５位：滝沢
藤倉邦男・工藤善定・菊地明美・田中正二・武田和宏

６位：奥州B
大久保　陽・高橋久美子・千田祐太・石橋孝寛・小野寺亮太
個人H/G 久慈順子 265（15）
個人H/S 小島　良 682

ＩＢＣ杯第３２回岩手県２人チーム選手権大会 TT03-12 盛岡スターレーン 平成26年11月23日 66名 １位:スターD 坂井里衣 黒澤　誠 3,984
(33チーム) ２位:スーパーＡ 小笠原由美子 工藤文彰 3,965
（135）

男子 ３位:スーパーB 菅原要子 小笠原　賢 3,930
(135)
49名 ４位:奥州H 佐々木　奨 菅原修明 3,849
（40）

女子 ５位:スーパーC 平中　彗 千田　晃 3,802
(135)
　17名 ６位:花巻A 菅原里江 伊藤　誠 3,795
(315)

個人H/G 佐々木　奨 300
個人H/S 佐々木　奨 777
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平成26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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

　兼JBC会長杯争奪第３０回全日本年齢別選手権大会選考会 TT03-12 盛岡スターレーン 平成26年11月23日 １０才代
第１位 菅原要子 1,384
(90)
第２位 平中　彗 1,228

２０才代
第１位 佐々木　奨 1,386
第２位 小野寺亮太 1,309

３０才代
第１位 小島　良 1,300
第２位 宍戸　洋 1,088

４０才代
第１位 菅原里江 1,350
(90)
第２位 小笠原由美子 1,285
(90)

　兼JBC会長杯争奪第３０回全日本年齢別選手権大会選考会 TT03-12 盛岡スターレーン 平成26年11月23日 ５０才代
第１位 菊池英明 1,292
第２位 鈴木ゆかり 1,289
(90)

６０才以上
第１位 佐々木和夫 1,376
第２位 大平恵介 1,198

代表選手
１０才代 菅原要子
２０才代 兼平彩夏
３０才代 小島　良
４０才代 なし
５０才代 田村　満
６０才超 小林恒雄

第４１回岩手県ボウリング選手権大会 TT03-13 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年12月14日 88名 男子個人総合 (１２Ｇ)
男子 第１位 小笠原　賢 2,569

69名 第２位 佐藤信也 2,472
女子 第３位 木村　聡 2,391

19名 第４位 小野寺亮太 2,385
第５位 菊池英明 2,377
第６位 佐々木和夫 2,341

男子個人戦 (６Ｇ)
第１位 小野寺亮太 1,251
第２位 佐々木和夫 1,240
第３位 小笠原　賢 1,236
第４位 平中　彗 1,218
第５位 平中　薫 1,210
第６位 田中正二 1,205

男子２人チーム戦 (６Ｇ)
1位：滝沢A 畠山智輝 武田和宏 1,212
2位：奥州B 佐々木　奨 佐藤信也 1,197
3位：スーパーA 工藤文彰 小笠原　賢 1,194
4位：奥州G 石橋孝寛 菊池英明 1,148
(±58)
5位：スターA 藤原孝至 佐々木和夫 1,148
(±85)
6位：奥州I 小野寺亮太 木村　聡 1,128
男子個人H/G 吉田哲也 265
男子個人H/S 小笠原　賢 681
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平成26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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

第４１回岩手県ボウリング選手権大会 TT03-13 ビッグハウス･スーパーレーン 平成26年12月14日 女子個人総合 (１２Ｇ)
第１位 小笠原由美子 2,401
第２位 菅原要子 2,379
第３位 菅原里江 2,168

女子個人戦 (６Ｇ)
第１位 小笠原由美子 1,213
第２位 菅原要子 1,209
第３位 久慈順子 1,111

女子2人チーム戦 (６Ｇ)
1位：ｽｰﾊﾟｰＡ 菅原要子 小笠原由美子 1,134
2位：メイクA 大和田美智子 檜垣智美 1,102
3位：ｽｰﾊﾟｰＢ 猿川亜実 千葉有夏 1,085
女子個人H/G 菅原要子 259
女子個人H/S 小笠原由美子 622

第１７回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(前半) TT03-14 盛岡スターレーン 平成27年1月18日 66名 １０才代 (９Ｇ)
男子 第１位 菅原要子 1,897
（135）

54名 第２位 猿川亜実 1,866
（135）
女子 第３位 平中　彗 1,750

14名 ２０才代
第１位 千田　晃 2,016
第２位 小野寺亮太 1,973
第３位 佐々木　奨 1,838

３０才代
第１位 佐藤信也 2,057
第２位 大久保　陽 1,739
第３位 町場忠之 1,655

４０才代
第１位 小笠原由美子 2,027
(135)
第２位 佐々木博幸 2,006
第３位 菊地明美 1,927
(135)

５０才代
第１位 鈴木ゆかり 2,154
（135）
第２位 武田和宏 2,009
第３位 菅原勝則 1,963

６０才以上
第１位 久慈順子 2,022
(180)
第２位 佐々木和夫 1,957
(45)
第３位 福井　洋 1,898

　兼第５２回全日本選手権大会第１次選考会 TT03-14 盛岡スターレーン 平成27年1月18日 男子 (９Ｇ)
第１位 小野寺亮太 1,973
第２位 菊池史和 1,956
第３位 黒澤　誠 1,907
第４位 佐々木　奨 1,838
第５位 吉田拓未 1,816
第６位 昆　勝博 1,810

女子
第１位 鈴木ゆかり 2,019
第２位 小笠原由美子 1,892
第３位 菅原要子 1,762
第４位 菅原里江 1,632
第５位 兼平彩夏 1,594
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平成26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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

第１７回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(後半) TT03-15 ビッグハウス･スーパーレーン 平成27年2月1日 65名 １０才代 (１８Ｇ)
男子 第１位 菅原要子 3,660
(260)

52名 第２位 平中　彗 3,480
女子 第３位 千葉有夏 3,427
(260)

13名 個人H/G 猿川亜実 263
（15）
個人H/S 猿川亜実 693
（45）

２０才代
第１位 小野寺亮太 3,725
第２位 千田　晃 3,673
第３位 佐々木　奨 3,592

個人H/G 千田　晃 267
個人H/S 吉田拓未 712

３０才代
第１位 佐藤信也 3,782
第２位 大久保　陽 3,284
第３位 町場忠之 3,138

個人H/G 佐藤信也 288
個人H/S 佐藤信也 749

４０才代
第１位 小笠原由美子 3,928
(260)
第２位 菊地明美 3,645
(260)
第３位 佐々木博幸 3,640

個人H/G 佐々木博幸 266
個人H/S 佐々木博幸 693

第１７回岩手県年齢別ボウリング選手権大会(後半) TT03-15 ビッグハウス･スーパーレーン 平成27年2月1日 ５０才代
第１位 鈴木ゆかり 3,821
(260)
第２位 菅原勝則 3,731
第３位 木村　聡 3,685

個人H/G 菊池史和 280
個人H/S 鈴木ゆかり 726
（45）

６０才以上
第１位 久慈順子 3,812
(360)
第２位 佐々木和夫 3,616
(90)
第３位 大平恵介 3,510

個人H/G 久慈順子 289
(20)
個人H/S 佐々木和夫 721

　兼第５２回全日本選手権大会第２次選考会 TT03-15 ビッグハウス･スーパーレーン 平成27年2月1日 男子代表選手 女子代表選手
佐藤信也 小笠原由美子
佐々木　奨 鈴木ゆかり
菊池史和 菅原要子
平中　彗 菅原里江
菅原修明 千葉有夏
下田栄彦 猿川亜実
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平成26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　数入　　　　　　　　　　　賞　　　　　　　　　　　者

第３０回岩手県知事杯争奪ボウリング競技会 TT03-16 盛岡スターレーン 平成27年3月1日 57名 決勝シュートアウト方式
男子 男子１回戦

47名 菊池英明 230（10） 大平恵介 217（10）
女子 佐々木博幸 199 伊藤　誠 180（10）

10名 男子２回戦
木村　聡 236（5） 小野寺亮太 213
菊池英明 197（5） 福井　洋 159（10）

男子決勝戦
工藤文彰 203－177（5） 木村　聡

第１位 工藤文彰
第２位 木村　聡
第３位 小野寺亮太
第４位 菊池英明
第５位 福井　洋
第６位 大平恵介

男子個人H/G 福井　洋 279
男子個人H/S 工藤文彰 709

女子１回戦
兼平彩夏 184 吉田美都子 176（10）
菅原里江 161 吉田智子 146（10）

女子２回戦
菊地明美 233 菅原要子 211
兼平彩夏 192 久慈順子 169（10）

女子決勝戦
小笠原由美子 181－171 菊地明美

第１位 小笠原由美子
第２位 菊地明美
第３位 菅原要子
第４位 兼平彩夏
第５位 久慈順子
第６位 吉田美都子

女子個人H/G 小笠原由美子 241
女子個人H/S 小笠原由美子 660
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