
開催日

競技場 順 位 クラブ名 選 手 名 得 点

参加数 1 トキワ 大園琢矢 2,000

2 マリン 鬼塚幸雄 1,992

3 諫　早 政時由尚 1,974

順　位 クラブ名 得 点 4 マリン 山本達也 1,970

優　勝 マリン 2,619 5 諫　早 藤山篤美 1,957

準優勝 諫早 2,565 6 あじさい 松尾卓治 1,902

第３位 マリン 2,562 7 あじさい 山下知且 1,890

第４位 諫早 2,544 8 眉山 野口明廣 1,874

第５位 眉山 2,537 9 諫　早 辻　貴司 1,866

第６位 トキワ 2,534 10 トキワ 富永大輝 1,864

11 キャロット 西納光治 1,863

12 佐世保ラッキー 橋本徳善 1,849

順　位 クラブ名 得 点 13 諫　早 菊川隆行 1,844

優　勝 眉山 2,600 14 マリン 星野隆弘 1,841

準優勝 トキワ 2,420 15 イースタン 村田俊朗 1,836

第３位 長崎鶴洋高校 2,396 16 大村市役所 毛利友一 1,819

17 長崎鶴洋高校 原口優馬 1,815

18 眉　山 松尾成治 1,810

順　位 チーム名 得 点 19 サンライズ 久布白卓 1,807

優　勝 諫　早　Ｃ 辻　貴司 林谷　隆 1,293 20 ＳＵＮ 吉田可以 1,805

準優勝 長崎鶴洋高校　Ａ 羽田萌香 原口優馬 1,289 21 マリン 蓮子隆博 1,793

第３位 ＳＵＮ　Ｂ 前道民夫 本田博次 1,276 22 マリン 高田　博 1,792

23 眉　山 德安昌積 1,782

24 あじさい 池上義正 1,777

順　位 クラブ名 得 点 25 あじさい 原　浩二 1,775

優　勝 トキワ 768 26 トキワ 德久恵大 1,773

準優勝 トキワ 739 27 佐世保ラッキー 金子良司 1,765

第３位 マリン 721 28 諫　早 服部良成 1,763

順　位 チーム名 得 点 1 眉山 田中裕子 1,905

田中裕子 松尾成治 2 トキワ 德久京子 1,827

高橋　徹 野口明廣 3 長崎鶴洋高校 羽田萌香 1,785

政時　由尚 太田　快 4 キャロット 長島恵津子 1,759

藤山　篤美 菊川　隆行 5 ロイヤル 山中美智恵 1,706

小池　渚 星野　弘成 6 トキワ 富永知紗希 1,666

山本　達也 鬼塚　幸雄 7 佐世保ラッキー 原スミ子 1,634

8 ロイヤル 山﨑千代美 1,630

9 眉山 小島真樹 1,576

クラブ名 得 点 10 イースタン 吉田純子 1,560

Ｈ／Ｇ 眉山 290 11 フレンド 岩永絹子 1,557

Ｈ／Ｓ トキワ 768 12 ロイヤル 中尾照子 1,555

１２０名

第５２回 長崎県ボウリング選手権大会成績表

平成２８年５月２９日(日) ≪決 勝 出 場 選 手・男子≫

佐世保ラッキーボウル

德久　京子

≪個　 人　 総　 合　・　男　子≫

選　手　名

山本　達也

政時　由尚

鬼塚　幸雄

藤山　篤美

野口　明廣

大園　琢矢

≪個　 人　 総　 合　・　女　子≫

選　手　名

田中　裕子

優　勝 眉山　Ａ 2,634

羽田　萌香

≪２　人　チ　ー　ム　戦≫

選　手　名

≪個　　人　　戦≫

選　手　名

大園　琢矢

德久　京子

山本　達也

≪４ 人 チ ー ム 戦≫ ≪決 勝 出 場 選 手・女子≫

選　手　名

準優勝 諫早　Ａ 2,583

第３位 マリンＡ 2,469

≪ハ イ ゲ ー ム ・ ハ イ シ リ ー ズ≫

選　手　名

田中　裕子

大園　琢矢

長崎県ボウリング連盟


