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岩手県ボウリング連盟 



ＪＢＣ主催大会　選手派遣報告

大会概要・監督

ＮＨＫ杯争奪第４９回全日本選抜選手権大会
　平成２７年５月１５日～１７日
　会場：千葉県　ＪＦＥ千葉リバーレーン

　監督：登録なし

久慈　順子　　小笠原由美子
菅原　要子

第２８回オールジャパンレディストーナメント
　平成２７年６月５日～７日
　会場：埼玉県　新狭山グランドボウル

　監督：久慈　順子

シニアの部
久慈　順子

第４８回全日本シニア選手権大会
　平成２７年６月２６日～２８日
　会場：愛知県　稲沢グランドボウル

　監督：下田　栄彦

男子シニアの部
山崎　善之　　下田　栄彦

男子マスターズシニアの部
佐々木　孝造

女子ハイシニアの部
久慈　順子

【入賞】
個人戦第１位
選手権者決定戦第１位
ハイシリーズ賞
久慈　順子

文部科学大臣杯争奪第３９回全日本中学選手権大会
　平成２７年７月２１日～２３日
　会場：京都府　キョーイチボウル宇治

　監督：上野　吉朗

男子
千田　祐太
栗林　春稀

女子
會田　薫子
高藤　真帆

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第３９回全日本高校選手権大会
　平成２７年７月２８日～３０日
　会場：神奈川県　川崎グランドボウル

　監督：小林　みち子

男子
畠山　智輝
平中　　彗
阿部　航希

女子
千葉　有夏
猿川　亜実

第６回全日本小学生競技大会
　平成２７年８月１日～２日
　会場：愛知県　稲沢グランドボウル

　監督：菊地　明美

第２回世界シニア選手権大会
　平成２７年２３日～３０日
　会場：アメリカ・ラスベガス
　　　　ギャンブリングボウリングセンター

　監督：なし

久慈　順子

第７０回国民体育大会ボウリング競技
　（紀の国わかやま国体）
　平成２７年９月２６日～１０月２日
　会場：和歌山県　紀の川ボウル

　監督　少年男子：小野寺　亮太
　　　　少年女子：小林　みち子

少年男子
平中　彗
畠山　智輝

少年女子
猿川　亜実
千葉　有夏

第４８回全日本新人選手権大会
　平成２７年１０月１６日～１８日
　会場：東京都　東大和グランドボウル

　監督：佐々木　奨

成年男子
佐々木　奨
少年男子
栗林　春稀

成年女子
菅原　要子
少年女子
千葉　有夏

内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯争奪
第４４回全国都道府県対抗選手権大会
　平成２７年１１月５日～８日
　会場：岩手県　ビッグハウススーパーレーン

　監督：藤原　孝至

代表選手

６年生女子の部
砂子田　秋実
５年生女子の部
栗林　結衣　　菊地　愛華
４年生女子の部
大平　未空

【入賞】
５年生女子の部
第６位：栗林　結衣

小笠原由美子　小笠原　賢　　佐藤　信也　　鈴木　ゆかり
菅原　要子　　阿部　航希　　千葉　有夏　　藤原　孝至
兼平　彩夏　　三浦　　啓　　檜垣　智美　　平中　　薫
吉田　智子　　佐々木　和夫



ＪＢＣ主催大会　選手派遣報告

大会概要・監督 代表選手

第００回全日本クラブ対抗選手権大会
　平成２８年１月２２日～２４日
　会場：大阪府　イーグルボウル

　監督：小野寺　亮太

奥州クラブ
小野寺　亮太　　高橋　久美子
佐々木　奨　　　千田　祐太
菅原　修明

ＪＢＣ会長杯争奪第３１回全日本年齢別選手権大会
　平成２８年２月１２日～１４日
　会場：福岡県　博多スターレーン

　監督：吉田　拓未

１０歳代の部　　千葉　有夏
２０歳代の部　　吉田　拓未
５０歳代の部　　田村　　満

文部科学大臣杯争奪第５４回全日本選手権大会
　平成２８年３月１０日～１３日
　会場：愛知県　稲沢グランドボウル

　監督：根田　光朗

男子
佐藤　信也　　木村　　聡
小森　和耶　　沖田　敬人
西川　恵輔　　谷藤　　元

女子
菅原　要子　　小笠原由美子
鈴木　ゆかり　菊地　明美
兼平　彩夏　　阿部　暁美

【入賞】
選手権者決定戦第３位
菅原　要子

ＪＢＣ主催大会（東日本）　選手派遣報告

大会概要・監督

第５２回東日本選手権大会
　平成２７年７月３日～５日
　会場：北海道　綜合レジャーサンコーボウル

　監督：田村　　満

男子
菅原　拓人　　昆　　勝博
下田　栄彦　　田村　　満

女子

参加なし

第６回東日本シニア競技大会
　平成２７年１１月１３日～１５日
　会場：三重県　サーキットボウル

　監督：田村　　満

男子シニアの部
田村　　満　　下田　栄彦
男子グランドシニアの部
佐々木　孝造

【入賞】
シニアの部ハイゲーム賞
下田　栄彦　　２７９

女子グランドシニアの部
久慈　順子

【入賞】
個人総合第５位
久慈　順子

代表選手



東北地区連合主催大会　選手派遣報告

大会概要・監督

第３５回東北選抜選手権大会
　平成２７年４月１８日～１９日
　会場：秋田県　ラウンドワンスタジアム秋田店

　監督：木村　　聡

男子
小野寺　亮太　　佐藤　信也
小笠原　賢　　　佐々木　博幸
伊藤　　誠　　　谷藤　　元
佐々木　和夫　　平中　　彗
畠山　智輝　　　阿部　航希
木村　　聡　　　岩泉　　優
藤原　孝至

女子
鈴木　ゆかり　　猿川　亜実
菅原　要子　　　小笠原由美子
久慈　順子　　　菅原　里江
千葉　有夏

【入賞者】
男子第４位：佐藤　信也
男子ハイゲーム：佐藤　信也　　299
女子ハイゲーム：鈴木　ゆかり　300

第１０回東北中学高校選手権大会
　平成２７年６月１３日～１４日
　会場：岩手県　ビッグハウススーパーレーン

　監督：平中　薫

中学生男子
千田　祐太　　栗林　春稀
西川　恵輔
高校生男子
畠山　智輝　　阿部　航希
平中　　彗

【入賞者】
中学生男子
第４位：西川　恵輔
高校生男子
第２位：畠山　智輝
第３位：平中　　彗
第５位：阿部　航希

中学生女子
會田　薫子　　高藤　真帆

高校生女子
千葉　有夏　　猿川　亜実
佐々木　紅葉

高校生女子
第１位：千葉　有夏
第３位：猿川　亜実

日本スポーツマスターズ２０１５東北ブロック大会
　平成２７年６月２０日～２１日
　会場：福島県　ボウルアピア郡山

　監督：上野　吉朗

男子
菊池　英明　　下田　栄彦
吉田　勝弘　　菅原　和郎

女子
久慈　順子　　菊地　明美
吉田　智子　　吉田　美都子

第４２回東北総合体育大会　ボウリング競技
　平成２７年７月１０日～１２日
　会場：岩手県　ビッグハウススーパーレーン

　監督　成年男子：菊池　史和
　　　　成年女子：小林　恒雄
　　　　少年男子：小野寺　亮太
　　　　少年女子：小林　みち子

成年男子
佐藤　信也　　谷藤　　元
伊藤　　誠　　藤原　孝至
少年男子
平中　　彗　　畠山　智輝

【入賞】
成年男子
個人戦第３位：佐藤　信也
少年男子
団体戦第１位：岩手（平中・畠山）

成年女子
菅原　要子　　小笠原由美子
菅原　里江　　鈴木　ゆかり
少年女子
猿川　亜実　　千葉　有夏

【入賞】
成年女子
個人戦第１位：小笠原由美子
４人戦第２位：岩手
（小笠原・菅原要・菅原里・鈴木）
少年女子
個人戦第１位：千葉　有夏
個人戦第２位：猿川　亜実
団体戦第１位：岩手（猿川・千葉）

第２０回東北実業団競技会
　平成２７年７月２６日
　会場：宮城県　ボウルグルーバーズ

　監督：高橋　宗義

第３５回東北シニア選手権大会
　平成２７年８月２２日～２３日
　会場：福島県　ボウルアピア郡山

　監督：木村　　聡

男子
多田　　隆　　　佐々木　和夫
藤原　孝至　　　芳野　　悟
木村　　聡　　　田村　　満
菅原　和郎　　　畑福　孝康
小山田　政恭　　山田　浩幸
佐藤　　馨　　　岩泉　　優
吉田　勝弘　　　高橋　輝和
大平　恵介　　　佐々木　孝造
菊池　　進　　　菅野　和郎
陳田　康夫　　　佐藤　和典
坂本　　貢　　　薄衣　純一

【入賞】
個人戦第６位：多田　　隆
２人戦第３位：岩手Ｆ（芳野・藤原）
２人戦第６位：岩手Ｇ（多田・山田）

女子
大平　洋子　　吉田　美都子
吉田　智子　　及川　弘代
高橋　久美子　菊地　明美

第３７回東北社会人選手権大会
　平成２７年９月１２日～１３日
　会場：青森県　アオモリボウル

　監督：木村　　聡

男子
小野寺　亮太　　佐々木　博幸
佐藤　信也　　　佐々木　孝造
陳田　康夫　　　岩泉　　優
田村　　満　　　芳野　　悟
戸羽　康之　　　木村　　聡
小笠原　賢　　　高橋　輝和
佐々木　奨　　　福井　　洋
工藤　文彰　　　佐藤　　馨

女子
菅原　里江　　　菅原　要子
小笠原由美子　　鈴木　ゆかり
高橋　久美子

代表選手

岩手県予防医学協会
鈴木　和彦　　金濱　雄悦　　齋藤　健一
勝政　　亮　　阿部　康子　　北川　鉄夫

ＮＥＣネットワークプロダクツ
高橋　宗義　　山平　功二　　千葉　清一



東北地区連合主催大会　選手派遣報告

大会概要・監督 代表選手

第４２回東北実業団選手権大会
　平成２７年１０月２４日～２５日
　会場：山形県　山形ファミリーボウル

　監督：高橋　宗義

第４２回東北選手権大会
　平成２７年１１月２８日～２９日
　会場：宮城県　ボウルグルーバーズ

　監督：木村　　聡

男子
藤原　孝至　　　小笠原　賢
沖田　敬人　　　谷藤　　元
工藤　文彰　　　三浦　　啓
木村　　聡　　　平中　　薫
佐々木　和夫　　山田　浩幸
伊藤　　誠　　　小森　和耶

【入賞】
２人チーム戦第３位　岩手Ｄ
（沖田・木村）
４人チーム戦第６位　岩手Ａ
（谷藤・藤原・三浦・佐々木）

女子
鈴木　ゆかり　　小笠原由美子
菅原　里江　　　菅原　要子
兼平　彩夏　　　檜垣　智美
大和田美智子　　阿部　暁美

【入賞】
マスターズ戦第６位　　小笠原由美子
４人チーム戦第３位　　岩手Ａ
（小笠原・菅原要・菅原里・鈴木）

岩手県予防医学協会
鈴木　和彦　　　金濱　雄悦　　齋藤　健一
北館　潤一　　　阿部　康子　　川端　寿行
勝政　　亮　　　鎌田　　渉　　北川　鉄夫

ＪＲ東日本盛岡支社
中田　純也　　　千田　　晃　　高橋　良典

ＮＥＣネットワークプロダクツ
小野寺　誠之　　高橋　宗義　　　千葉　清一　　岩渕　洋人　　鈴木　義典



平成２７年度県連主催大会　成績一覧表　1／3

第5回岩手県ボウリング連盟理事長杯争奪選手権大会
　兼東北総合体育大会少年選考会①
　　オールジャパンレディストーナメント選考会
　　全日本シニア選手権大会選考会
　　東日本選手権大会選考会
　　日本スポーツマスターズ選考会
（公認番号：ＵＴ０３－０１）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２７年４月５日

第１位：谷藤　元　　　2,143
第２位：久慈　順子　　2,047(270)
第３位：山崎　善之　　2,008( 45)
第４位：小笠原由美子　2,008(135)
第５位：千葉　有夏　　1,974(225)
第６位：菊地　明美　　1,970(180)
　 H/G：久慈　順子　　293(30)
　 H/S：菅原　勝則　　757(15)

東北総合体育大会成年選考会②
（公認番号：ＵＴ０３－２０）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２７年４月１１日・１２日

※　別紙①参照

第5回岩手県小学生競技会
　　全日本小学生競技大会選考会
（公認番号：ＵＴ０３－０３）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２７年４月１２日

男子4年生以下の部　　　　　　　　女子4年生以下の部
　　　　　　　　　　　　　　　　 第１位：大平　未空　　531
参加者無し
　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H/G：大平　未空　　168

男子5年生以上の部　　　　　　　　女子5年生以上の部
第１位：八重樫　響　　　488　　　 第１位：栗林　結衣　　524
　　　　　　　　　　　　　　　　　第２位：菊地　愛華　　469
　　　 　　　　　　　　　　　　　 第３位：砂子田　秋実　435
　　　 　　　　　　　　　　　　　 第４位：吉田　　舜　　414
　 H/G：八重樫　響　　　146　　　　　H/G：栗林　結衣　　151

第26回岩手県社会人選手権大会
　兼第35回東北シニア選手権選考会
　　第37回東北社会人選手権選考会
（公認番号：ＵＴ０３－０４）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２７年５月２４日

◎個人表彰
男子第１位：田村　　満　1,342(30)　　女子第１位：鈴木　ゆかり　1,380(120)
男子第２位：佐藤　　馨　1,322(30)　　女子第２位：久慈　順子　　1,374(180)
男子第３位：齊藤　純一　1,309(90)　　女子第３位：菅原　要子　　1,344( 90)
男子第４位：菅原　勝則　1,298(30)　　女子第４位：小笠原由美子　1,266( 90)
男子第５位：陳田　康夫　1,294(60)　　女子第５位：菊地　明美　　1,250(120)
男子第６位：菊池　史和　1,286(30)　　女子第６位：吉田　智子　　1,209(120)
　 男子H/G：木村　　聡　267　　　　　　 女子H/G：菅原　要子　　256
 　男子H/S：田村　　満　726　　　　　　 女子H/S：鈴木　ゆかり　652

◎団体戦
第１位：県予防医学協会Ａ　5,210( 45)　（鈴木・金濱・齋藤）
第２位：メイク　　　　　　5,038(180)　（阿部・勝政・千田）
第３位：NECﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ　4,835( 90)　（千葉・小野寺・高橋）

◎個人表彰
第１位：金濱　雄悦　1,262
第２位：千葉　清一　1,179( 30)
第３位：阿部　康子　1,178(120)
第４位：齋藤　健一　1,168
第５位：千田　　晃　1,155
第６位：根田　光朗　1,129

中学生男子の部　　　　　　　　　　中学生女子の部
第１位：千田　祐太　　1,738　　　 第１位：會田　薫子　　1,426
第２位：栗林　春稀　　1,573　　　 第２位：高藤　真帆　　1,126
第３位：西川　恵輔　　1,502
　 H/G：千田　祐太　　247　　　　　　H/G：會田　薫子　　181
　 H/S：千田　祐太　　675　　　　　　H/S：會田　薫子　　494

高校生男子の部　　　　　　　　　　高校生女子の部
第１位：畠山　智輝　　1,921　　　 第１位：千葉　有夏　　1,708
第２位：阿部　航希　　1,759　　　 第２位：猿川　亜実　　1,690
第３位：平中　　彗　　1,722　　　 第３位：佐々木　紅葉　1,135
　 H/G：畠山　智輝　　257　　　　　　H/G：千葉　有夏　　234
　 H/S：畠山　智輝　　668　　　　　　H/S：千葉　有夏　　634

第27回岩手県実業団競技会選考会
　兼第35回東北シニア選手権選考会
　　第37回東北社会人選手権選考会
（公認番号：ＵＴ０３－０５）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２７年５月２４日

第17回岩手県中学生高校生競技会
　兼東北総合体育大会少年選考会②
　　東北中学生高校生選手権選考会
　　全日本中学選手権大会選考会
　　全日本高校選手権大会選考会
（公認番号：ＵＴ０３－０２）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２７年４月１２日



平成２７年度県連主催大会　成績一覧表　2／3

◎団体戦
第１位：奥州市Ａ　　7,570(　315)　（佐藤・鈴木・福井・菊池）
第２位：花巻市Ａ　　7,344(　270)　（伊藤・大平・山崎・藤原）
第３位：盛岡市Ａ　　7,245(　270)　（小笠原由・山崎・栃内・小笠原賢）
第４位：盛岡市Ｄ　　7,122(　585)　（菅原・鈴木・吉田・中村）
第５位：盛岡市Ｂ　　7,113(　135)　（千田・岩泉・三浦・芳野）
第６位：雫石町　　　6,928(　360)　（町場・矢幅・吉田・久慈）
第７位：一関市Ａ　　6,884(1,035)　（束稲・岩崎京・岩崎善・佐々木）
第８位：滝沢市Ａ　　6,880(　405)　（武田・工藤・田中・菊地）

◎個人戦
☆２９歳以下の部　　　　　　　　　 ☆３０歳代の部
第１位：菅原　要子　1,826(135)　　　第１位：佐藤　信也　1,932
第２位：千田　　晃　1,804　　　 　　第２位：大久保　陽　1,669
第３位：菅原　修明　1,755　　　 　　第３位：土井　雅史　1,559
☆４０歳代の部　　　　　　　　　　 ☆５０歳代の部
第１位：小笠原由美子2,051(135)　　　第１位：小笠原　賢　2,008(45)
第２位：菅原　里江　1,897(135)　　　第２位：菅原　勝則　1,877(45)
第３位：阿部　暁美　1,799(135)　　　第３位：木村　　聡　1,876(45)
☆６０歳以上の部
第１位：伊藤　　誠　1,901( 90)
第２位：久慈　順子　1,875(270)
第３位：束稲　正子　1,831(225)

第26回岩手県ボウリング連盟会長杯争奪選手権大会
　兼第44回全国都道府県対抗選手権
　　（第71回岩手国体リハーサル大会）選考会
　　第48回全日本新人選手権選考会
　　第42回東北選手権第一次選考会
（公認番号：ＵＴ０３－０９）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２７年８月２日

第１位：藤原　孝至　　1,677(H/C 35,勝点60)
第２位：久慈　順子　　1,614(210,50)
第３位：小笠原由美子　1,595(105,50)
第４位：佐々木　和夫　1,567(105,40)
第５位：菅原　里江　　1,551(105,40)
第６位：沖田　敬人　　1,525(0,50)
 　H/G：小笠原　賢　　298
 　H/S：鈴木　ゆかり　797（45）

第31回岩手県知事杯争奪選手権大会
　兼第42回東北選手権第二次選考会
　　第6回東日本シニア選手権選考会
（公認番号：ＵＴ０３－１０）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２７年９月６日

男子第１位：谷藤　　元　　　　女子第１位：菊地　明美
男子第２位：佐藤　信也　　　　女子第２位：千葉　有夏
男子第３位：藤原　孝至　　　　女子第３位：吉田　智子
男子第４位：佐々木　和夫　　　女子第４位：鈴木　ゆかり
男子第５位：阿部　航希　　　　女子第５位：菅原　要子
男子第６位：工藤　文彰　　　　女子第６位：兼平　彩夏
　 男子H/G：三浦　　啓　257　　　　　　 女子H/G:菊地　明美　244
 　男子H/S：谷藤　　元　712　　　　　　 女子H/S:千葉　有夏　587

第29回岩手県4人チーム選手権大会
　兼第44回全日本クラブ対抗選手権選考会
（公認番号：ＵＴ０３－１１）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２７年１０月４日

第１位：岩手選抜Ａ　　　7,789(360)　（小笠原由・小笠原賢・鈴木・佐藤）
第２位：岩手選抜Ｂ　　　7,436(315)　（菅原・阿部・木村・藤原）
第３位：盛岡スーパーＣ　6,966(450)　（平中彗・檜垣・佐々木・平中薫）
第４位：盛岡スーパーＢ　6,907(450)　（加藤・千葉・栃内・齋藤）
第５位：盛岡スターＡ　　6,831(315)　（三浦・吉田・芳野・久慈）
第６位：花巻Ａ　　　　　6,797(360)　（伊藤・菅原・山崎・大平）
個人H/G：栃内　秀士　　248
 　　　　菊池　英明　　248
　 　　　千田　　晃　　248
個人H/S：小笠原由美子　698（45）

IBC杯第33回岩手県2人チーム選手権大会
　兼JBC会長杯争奪第31回全日本年齢別選手権選考会
（公認番号：ＵＴ０３－１２）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２７年１１月１日

第１位：岩手選抜Ａ　　　3,675(180)　（小笠原由・小笠原賢）
第２位：盛岡スターＡ　　3,512(180)　（芳野・佐々木）
第３位：奥州Ｂ　　　　　3,504(135)　（千田・佐藤）
第４位：岩手選抜Ｄ　　　3,482(270)　（千葉・藤原）
第５位：花巻Ａ　　　　　3,448(225)　（菅原・伊藤）
第６位：滝沢Ａ　　　　　3,435(225)　（武田・菊地）
個人H/G：上家　大也　　257
個人H/S：千田　祐太　　653

第64回岩手県民体育大会ボウリング競技
（公認番号：ＵＴ０３－０７）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２７年７月４日・５日



平成２７年度県連主催大会　成績一覧表　3／3

◎個人総合
男子第１位：小笠原　賢　　2,599　　女子第１位：菅原　要子　　2,454
男子第２位：沖田　敬人　　2,446　　女子第２位：小笠原由美子　2,271
男子第３位：千田　祐太　　2,428　　女子第３位：久慈　順子　　2,258
男子第４位：佐藤　信也　　2,417
男子第５位：佐々木　奨　　2,400
男子第６位：小野寺　亮太　2,399
　 男子H/G：佐々木　奨　264　　　 女子H/G:小笠原由美子　258
　 男子H/S：佐藤　信也　724　　　 女子H/S:菅原　要子　　674

◎個人戦
男子第１位：小笠原　賢　　1,419　　女子第１位：菅原　要子　　1,177
男子第２位：千田　祐太　　1,298　　女子第２位：小笠原由美子　1,157
男子第３位：佐藤　信也　　1,287　　女子第３位：千葉　有夏　　1,144
男子第４位：沖田　敬人　　1,240
男子第５位：小野寺　亮太　1,234
男子第６位：佐々木　奨　　1,226

◎２人チーム戦
男子第１位：スーパーＢ　1,229　　女子第１位：スーパーＡ　1,213
　　　　　（沖田・千田）　　　　　　　　　　　　（菅原・小笠原）
男子第２位：奥州Ｂ　　　1,171　　女子第２位：滝沢　　　　1,197
　　　　　（菅原・大久保）　　　　　　　　　　　（兼平・菊地）
男子第３位：一関Ｂ　　　1,170　　女子第３位：メイクＢ　　1,181
　　　　　（岩渕・高橋）±18　　　　　　　　　　（大和田・菅原）
男子第４位：スーパーＦ　1,170
　　　　　（近藤・上家）±32
男子第５位：スターＣ　　1,139
　　　　　（吉田・高橋）
男子第６位：花巻Ａ　　　1,136
　　　　　（山崎・伊藤）

第18回岩手県年齢別選手権大会（前半）
　兼第54回全日本選手権第一次選考会
（公認番号：ＵＴ０３－１４）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２８年１月１７日

☆１９歳以下の部　　　　　　　　  ☆２０歳代の部
第１位：千田　祐太　1,884　　　 　第１位：菅原　要子　　2,017(135)
第２位：畠山　智輝　1,867　　　 　第２位：吉田　拓未　　1,875
第３位：栗林　春稀　1,664　　　 　第３位：小森　和耶　　1,770
☆３０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆４０歳代の部
第１位：沖田　敬人　1,837　　　 　第１位：小笠原由美子　2,024(135)
第２位：佐藤　信也　1,756　　　 　第２位：工藤　文彰　　1,772
第３位：大久保　陽　1,741　　　 　第３位：昆　　勝博　　1,763
☆５０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆６０歳以上の部
第１位：小笠原　賢　1,907　　　 　第１位：高橋　輝和　　1,807
第２位：菊地　明美　1,885(135)　　第２位：久慈　順子　　1,783(180)
第３位：芳野　　悟　1,824　　　 　第３位：佐々木　和夫　1,777( 45)

第43回東北総体・第71回岩手国体
成年種別強化指定選手選考会
（公認番号：ＵＴ０３－２５）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２８年１月３１日

※　別紙②を参照

第18回岩手県年齢別選手権大会（後半）
　兼第54回全日本選手権第二次選考会
（公認番号：ＵＴ０３－１５）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２８年２月７日

☆１９歳以下の部　　　　　　　 　 ☆２０歳代の部
第１位：畠山　智輝　3,981　　　 　第１位：菅原　要子　　3,939(270)
第２位：千田　祐太　3,622　　　 　第２位：吉田　拓未　　3,770
第３位：阿部　航希　3,408　　　 　第３位：小森　和耶　　3,430
 　H/G：畠山　智輝　299　　　 　　　 H/G：小森　和耶　　268
　 H/S：千田　祐太　741　　　 　　　 H/S：菅原　要子　　690（45）
☆３０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆４０歳代の部
第１位：沖田　敬人　3,738　　 　　第１位：小笠原由美子　3,870(270)
第２位：佐藤　信也　3,631　　 　　第２位：工藤　文彰　　3,561
第３位：大久保　陽　3,495　　 　　第３位：昆　　勝博　　3,473
　 H/G：沖田　敬人　249　　　 　　　 H/G：小笠原由美子　272（15）
　 H/S：佐藤　信也　703　　　 　　　 H/S：小笠原由美子　716（45）
☆５０歳代の部　　　　　　　　 　 ☆６０歳以上の部
第１位：小笠原　賢　　3,783　　 　　第１位：久慈　順子　　3,709(360)
第２位：鈴木　ゆかり　3,651(270)　　第２位：伊藤　　誠　3,612
第３位：芳野　　悟　　3,638　　　 　第３位：佐々木　和夫　3,526( 90)
　 H/G：芳野　　悟　258　　　　　 　　 H/G：伊藤　　誠　259
 　H/S：小笠原　賢　704　　　　　 　　 H/S：伊藤　　誠　649
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　久慈　順子　649（45）

岩手日報杯第30回岩手県3人チーム選手権大会
（公認番号：ＵＴ０３－１６）

会　　場：盛岡スターレーン
開催期日：平成２８年３月６日

第１位：岩手選抜Ａ　　　5,708(450)　（菅原・鈴木・小笠原）
第２位：盛岡スターＡ　　5,665(405)　（吉田・芳野・久慈）
第３位：滝沢　　　　　　5,618(270)　（畠山・田中・武田）
第４位：盛岡スターＢ　　5,488(540)　（佐々木・川原・丸山）
第５位：盛岡スターＣ　　5,464(270)　（三浦・大平・藤原）
第６位：盛岡スーパーＡ　5,384(135)　（平中彗・平中薫・小笠原）
個人H/G：山崎　善之　　289
個人H/S：藤原　孝至　　720

第42回岩手県選手権大会
（公認番号：ＵＴ０３－１３）

会　　場：ビッグハウス・スーパーレーン
開催期日：平成２７年１２月１３日



★第42回東北総合体育大会選考会　成年の部

☆男子の部 ☆女子の部

順位 名 前 所 属 点数(48G) 順位 名 前 所 属 点数(48G)

第１位 佐藤　信也 奥州市 9,357 第１位 菅原　要子 盛岡市 8,904

第２位 藤原　孝至 岩手大学職員 9,171 第２位 小笠原　由美子 ムラタ 8,627

第３位 谷藤　元 岩手日報アド・ブランチ 9,080 第３位 鈴木　ゆかり 奥州市体育協会 8,574

第４位 伊藤　誠 花巻温泉 8,811 第４位 菅原　里江 菅原学習塾 8,473

第５位 千田　晃 JR東日本盛岡支社 8,795 第５位 兼平　彩夏 滝沢市役場 8,317

第６位 菅原　修明 中央ハウス 8,782 第６位 高橋　久美子 アムコー岩手 7,824

第７位 佐々木　奨 岩手県体育協会 8,776 第７位 大和田　美智子 坂東木材 7,746

第８位 平中　薫 岩手ニッカン 8,586 第８位 阿部　暁美 平庄 7,729

第９位 吉田　拓未 盛岡市役所 8,574

第１０位 田村　満 気仙沼市役所 8,558 4月29日に開催される常任理事会で代表選手決定

第１１位 富谷　頼行 アルプス電気涌谷 8,479

第１２位 戸羽　康之 戸建 8,478

第１３位 芳野　悟 JA岩手電子センター 8,421

第１４位 昆　勝博 オーツー 8,341

第１５位 木村　聡 M・K・G 8,160

※第42回東北総合体育大会ボウリング競技 平成27年7月10日(金)～7月12日(日) 岩手県

開催期日；平成２７年３月２１、２２日
開催期日；平成２７年４月１１、１２日

競技場名；ビッグハウス・スーパーレーン（盛岡市）

岩手県ボウリング連盟



★希望郷いわて国体　成年種別強化指定選手選考会

☆男子の部 ☆女子の部

順位 名 前 所 属 点数(12G) 順位 名 前 所 属 点数(12G)

第１位 佐藤　信也 佐藤りんご園 2,537 第１位 菅原　要子 盛岡市 2,401

第２位 宇部　健 東京ドーム 2,416 第２位 小笠原　由美子 ムラタ 2,292

第３位 谷藤　元 岩手日報アド・ブランチ 2,387 第３位 兼平　彩夏 滝沢市役所 2,113

第４位 小森　和耶 王子コンテナー 2,358 第４位 阿部　暁美 平庄 2,086

第５位 木村　聡 Ｍ・Ｋ・Ｇ 2,354 第５位 鈴木　ゆかり 奥州市体育協会 2,058

第６位 沖田　敬人 ラウンドワン盛岡店 2,346 第６位 菊地　明美 フォーユー牧野林 2,046

第７位 藤原　孝至 岩手大学職員 2,345 第７位 菅原　里江 菅原学習塾 2,040

第８位 吉田　拓未 盛岡市役所 2,345 第８位 細川　直美 ウェーブロックインテリア 2,034

第９位 昆　勝博 オーツー 2,338 第９位 猿川　亜実 県立盛岡第二高校3年 2,004

第１０位 平中　薫 岩手ニッカン 2,321 第１０位 大和田　美智子 坂東木材 1,998

第１１位 佐々木　奨 矢巾町 2,319 第１１位 高橋　久美子 共栄運輸 1,992

第１２位 三浦　啓 第一環境 2,294

第１３位 田村　満 気仙沼市役所 2,289

第１４位 工藤　文彰 創環社 2,280 ※第43回東北総合体育大会ボウリング競技

第１５位 平中　彗 盛岡中央高校3年 2,263 平成27年7月8日(金)～7月10日(日) 青森県

第１６位 千田　晃 ＪＲ東日本盛岡支社 2,227

第１７位 畠山　智輝 県立平館高校3年 2,220

第１８位 菊池　英明 奥州電創エンジニア 2,204

第１９位 戸羽　康之 戸建 2,169

第２０位 伊藤　誠 花巻市 2,159

第２１位 小笠原　賢 山王水道工事 2,154

第２２位 菅原　修明 中央ハウス 2,139

第２３位 黒澤　誠 黒澤建設 2,074

第２４位 上家　大地 東北電気設備工事 1,921

開催期日；平成２８年１月３１日
競技場名；ビッグハウス・スーパーレーン（盛岡市）

岩手県ボウリング連盟


