
○第28回岩手県社会人ボウリング選手権大会
　兼東北社会人選手権大会　選考会 日時：平成29年6月18日
　　東北シニア選手権大会　選考会 会場：盛岡スターレーン

☆団体戦 参加：21チーム（62名）

順位 チーム名 選手名 所属 点数（27G） 順位 チーム名 選手名 所属 点数（27G）

菅原　要子 盛岡市 高橋　輝和 内澤建設
小笠原　由美子 ムラタ 川原　重治郎 紫波町
小笠原　賢 山王水道工事 丸山　忠夫 丸山板金
大久保　陽 オケーションズ 吉田　拓未 盛岡市役所
鈴木　ゆかり 奥州市体育協会 吉田　勝弘 北杜窯
小野寺　亮太 北良 芳野　悟 JA岩手電算センター
佐々木　和夫 盛岡市 佐藤　信也 佐藤りんご園
藤原　孝至 岩手大学職員 佐藤　馨 水沢電器製造
谷藤　元 岩手日報アド・ブランチ 木村　聡 MKG

☆個人戦
男子 選手名 所属 点数（6G） 女子 選手名 所属 点数（6G）

第1位 佐々木　和夫 盛岡市 1,204 第1位 小笠原　由美子 ムラタ 1,246
第2位 藤原　孝至 岩手大学職員 1,184 第2位 鈴木　ゆかり 奥州市体育協会 1,221
第3位 小野寺　亮太 北良 1,176 第3位 高橋　久美子 奥州市 1,160
第4位 丸山　忠夫 丸山板金 1,174 第4位 阿部　暁美 平庄 1,153
第5位 大平　恵介 フジテクニカル 1,170 第5位 吉田　智子 高田地区コミュニティ推進協議会 1,134
第6位 菊池　史和 県立遠野高校職員 1,160 第6位 菅原　要子 盛岡市 1,132

ハイゲーム賞 芳野　悟 JA岩手電算センター 238 ハイゲーム賞 鈴木　ゆかり 奥州市体育協会 233
ハイシリーズ賞 小野寺　亮太 北良 617 ハイシリーズ賞 小笠原　由美子 ムラタ 588

○第29回岩手県実業団ボウリング競技会
　兼東北シニア選手権大会　選考会 参加：6チーム（15名）

☆団体戦 ☆個人戦

順位 チーム名 選手名 所属 点数（27G） 順位 選手名 所属 点数（6G）

鈴木　和彦 第1位 陳田　康夫 黒澤建設 1,226
金濱　雄悦 第2位 鈴木　和彦 岩手県予防医学協会 1,148
齋藤　健一 第3位 黒澤　誠 黒澤建設 1,096
中田　純也 第4位 千田　晃 JR東日本盛岡支社 1,066
五嶋　瑞穂 第5位 高橋　宗義 NECプラットフォームズ一関事業場 1,044
千田　　晃 第6位 中田　純也 JR東日本盛岡支社 1,012
川端　寿行 ハイゲーム賞 鈴木　和彦 岩手県予防医学協会 235
北舘　潤一 ハイシリーズ賞 陳田　康夫 黒澤建設 597
北川　鉄夫
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◎東北社会人選手権　選考会 ◎東北シニア選手権　選考会

選手名 所属 選手名 所属
佐々木 和 夫 盛岡市 陳 田　康 夫 黒澤建設
藤 原　孝 至 岩手大学職員 佐々木 和夫 盛岡市
小野寺 亮 太 北良 藤 原　孝 至 岩手大学職員
丸 山　忠 夫 丸山板金 丸 山　忠 夫 丸山板金
大 平　恵 介 フジテクニカル 大 平　恵 介 フジテクニカル
吉 田　拓 未 盛岡市役所 菊 池　史 和 県立遠野高校職員
佐 藤　信 也 佐藤りんご園 川原 重治郎 紫波町
高 橋　輝 和 内澤建設 高橋 輝和 内澤建設
木 村　　聡 MKG 菊 池  　進 遠野市
工 藤　文 彰 創環社 黒 澤  　誠 黒澤建設
菊 池　一 也 協和テック 吉田 勝弘 北杜窯
三  浦  　啓 第一環境 佐 藤 馨 水沢電器製造
小 森　和 耶 王子コンテナー 畑福 孝康 高源電機
平  中　  薫 岩手ニッカン 薄 衣　純 一 大桜建築
小笠原　賢 山王水道工事 柏原 正勝 岩手ニッカン

吉 田　勝 弘 北杜窯 田 村　  満 気仙沼市役所
田 中　正 二 滝沢市 熊谷 哲郎 舞石組
佐 藤　  馨 水沢電器製造 高橋 宗康 増長寺

畑 福　孝 康 高源電機 山田 浩幸 紫波郵便局
山崎 善之 ﾘｺｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

選手名 所属 坂 本 貢 SMC釜石工場
小笠原由美子 ムラタ 菅野 和郎 東北送配電サービス釜石営業所

鈴 木 ゆかり 奥州市体育協会 菊 池 晃 SMC遠野工場
高 橋 久美子 奥州市
阿 部　暁 美 平庄 選手名 所属
菅 原　要 子 盛岡市 高 橋 久美子 奥州市
兼平　彩夏 滝沢市役所 阿 部　暁 美 平庄
菅原　里江 菅原学習塾 吉 田　智 子 高田地区コミュニティ推進協議会

菊地　明美 フォーユー牧野林 小山田 真 弓 北与園

本大会：平成29年8月19～２０日　　岩手県 本大会：平成29年9月2～3日　　山形県
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