
2016.11.22～29
参加8の国と地域　198名(男子110･女子88) 大韓民国・Dong Seoul Grand Bowling Center

○男子シニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《４人チーム戦》４×６Ｇ
優　勝 JANG RANG HEAN(大韓民国) 1,483 優　勝 日　本(加地･前田･久保･河合) 5,492
準優勝 JOUNG MYONG JIN(大韓民国) 1,466 準優勝 大　韓　民　国 5,396
第３位 飯　田　　　剛(日本･三重) 1,441 第３位 大　韓　民　国 5,305
第11位 前　田　知　一(日本･石川) 1,402 第５位 日　本(市川･武田･小比類巻･水野) 5,063
第13位 市　川　正　昭(日本･京都) 1,394 第８位 日　本(飯田･山西･石塚･鈴木) 4,822
第15位 加　地　敏　浩(日本･兵庫) 1,384 第９位 日　本(糸賀･沼上･大西･黒畑) 4,792
第19位 大　西　　　守(日本･埼玉) 1,359
第22位 久　保　信　行(日本･佐賀) 1,335 《オールエベンツ》１８Ｇ
第23位 黒　畑　幸　作(日本･北海道) 1,330 第１位 JANG RANG HEAN(大韓民国) 4,272
第25位 糸　賀　祥　雄(日本･埼玉) 1,294 第２位 JOUNG MYONG JIN(大韓民国) 4,178
第26位 河　合　義　幸(日本･大阪) 1,285 第３位 前　田　知　一(日本･石川) 4,168
第28位 武　田　孝　史(日本･富山) 1,277 第10位 加　地　敏　浩(日本･兵庫) 4,042
第30位 石　塚　康　之(日本･埼玉) 1,266 第15位 久　保　信　行(日本･佐賀) 3,984
第32位 沼　上　孝　幸(日本･埼玉) 1,259 第17位 河　合　義　幸(日本･大阪) 3,974
第37位 山　西　利　明(日本･静岡) 1,223 第18位 飯　田　　　剛(日本･三重) 3,959
第41位 水　野　和　男(日本･東京） 1,204 第21位 市　川　正　昭(日本･京都) 3,895
第49位 小比類巻　正昭(日本･青森) 1,096 第23位 黒　畑　幸　作(日本･北海道) 3,863

第25位 武　田　孝　史(日本･富山) 3,838
《ダブルス戦》２×６Ｇ 第27位 糸　賀　祥　雄(日本･埼玉) 3,805
優　勝 大　韓　民　国 2,895 第29位 石　塚　康　之(日本･埼玉) 3,782
準優勝 日　本(石塚･鈴木) 2,750 第30位 大　西　　　守(日本･埼玉) 3,780
第３位 大　韓　民　国 2,738 第34位 小比類巻　正昭(日本･青森) 3,708
第８位 日　本(久保･河合) 2,669 第37位 沼　上　孝　幸(日本･埼玉) 3,645
第11位 日　本(加地･前田) 2,601 第38位 山　西　利　明(日本･静岡) 3,631
第15位 日　本(糸賀･沼上) 2,556 第43位 水　野　和　男(日本･東京） 3,480
第16位 日　本(大西･黒畑) 2,503
第19位 日　本(市川･武田) 2,471 《マスターズ戦》１６Ｇ⇒上位3名によるｽﾃｯﾌﾟﾗﾀﾞ-
第21位 日　本(飯田･山西) 2,432 優　勝 JANG RANG HYUN(大韓民国)
第22位 日　本(小比類巻･水野) 2,416 準優勝 YOON JONG KUK(大韓民国)

第３位 前　田　知　一(日本･石川)
第５位 加　地　敏　浩(日本･兵庫) 3,716
第６位 久　保　信　行(日本･佐賀) 3,662
第７位 河　合　義　幸(日本･大阪) 3,652

○女子シニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《オールエベンツ》１８Ｇ
優　勝 吉　田　由美子(日本･埼玉) 1,426 第１位 吉　田　由美子(日本･埼玉) 4,033
準優勝 LEE MI SOOK(大韓民国) 1,304 第２位 LEE MI SOOK(大韓民国) 3,896
第３位 SHIRLEY MUXWORTHY(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 1,293 第３位 LEE HWA JA(大韓民国) 3,808
第７位 柳　川　穂　波(日本･三重) 1,246 第12位 柳　川　穂　波(日本･三重) 3,574
第８位 鳥谷部　エイ子(日本･青森) 1,239 第14位 鳥谷部　エイ子(日本･青森) 3,527
第18位 宮　倉　祐　子(日本･島根) 1,178 第16位 宮　倉　祐　子(日本･島根) 3,483
第21位 吉　川　朋　子(日本･三重) 1,108 第17位 吉　川　朋　子(日本･三重) 3,419
第23位 金　子　智恵子(日本･新潟) 1,085 第19位 竹　本　佐知子(日本･広島) 3,412
第26位 高　木　則　子(日本･福井) 1,064 第20位 金　子　智恵子(日本･新潟) 3,397
第28位 奥　　　享　子(日本･京都) 1,054 第21位 高　木　則　子(日本･福井) 3,382
第29位 竹　本　佐知子(日本･広島) 1,050 第32位 奥　　　享　子(日本･京都) 2,984
第37位 菊　川　曜　子(日本･長崎) 970 第37位 菊　川　曜　子(日本･長崎) 2,926

《ダブルス戦》２×６Ｇ 《４人チーム戦》４×６Ｇ
優　勝 大　韓　民　国 2,610 優　勝 日　本(宮倉･吉田･柳川･吉川) 4,775
準優勝 大　韓　民　国 2,604 準優勝 大　韓　民　国 4,730
第３位 大　韓　民　国 2,508 第３位 大　韓　民　国 4,638
銅ﾒﾀﾞﾙ 日　本(宮倉･吉田) 2,492 第５位 日　本(高木･竹本･金子･鳥谷部) 4,562
第６位 日　本(金子･鳥谷部) 2,424 第９位 日　本(奥･菊川･田中･三宅) 3,878
第９位 日　本(高木･竹本) 2,294
第10位 日　本(柳川･吉川) 2,284 《マスターズ戦》１６Ｇ⇒上位3名によるｽﾃｯﾌﾟﾗﾀﾞ-
第14位 日　本(奥･菊川) 2,015 優　勝 吉　田　由美子(日本･埼玉)
第28位 日　本(田中･三宅) 2,071 準優勝 鳥谷部　エイ子(日本･青森)

第３位 CHO YOON OK(大韓民国)
第５位 柳　川　穂　波(日本･三重) 3,429
第７位 宮　倉　祐　子(日本･島根) 3,397

第１４回アジアシニアボウリング選手権大会①



2016.11.22～29
参加8の国と地域　198名(男子110･女子88) 大韓民国・Dong Seoul Grand Bowling Center

○男子グランドシニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《４人チーム戦》４×６Ｇ
優　勝 KIM JONG TUCK(大韓民国） 1,406 優　勝 日　本(播本･岩井･神下･菊川) 5,156
準優勝 真艸嶺　秀　弘(日本･京都） 1,396 準優勝 日　本(松井･真艸嶺･高田･別役) 5,065
第３位 松　井　正　信(日本･大阪) 1,373 第３位 大　韓　民　国 4,993
第５位 神　下　克　己(日本･徳島） 1,347 第５位 日　本(田中･板垣･西林･前田) 4,645
第６位 播　本　雄　輔(日本･京都） 1,337 第12位 日　本(小石･幸林) 2,459
第７位 幸　林　周　逸(日本･青森） 1,332
第８位 岩　井　親　孝(日本･富山） 1,331 《オールエベンツ》１８Ｇ
第９位 前　田　良　一(日本･石川) 1,319 第１位 KIM JONG TUCK(大韓民国） 4,279
第11位 鈴　木　隆　博(日本･三重) 1,297 第２位 松　井　正　信(日本･大阪) 4,225
第12位 菊　川　隆　行(日本･長崎) 1,282 第３位 岩　井　親　孝(日本･富山） 4,068
第15位 高　田　　　勇(日本･京都) 1,266 第４位 神　下　克　己(日本･徳島） 4,039
第16位 小　石　敏　興(日本･静岡) 1,266 第６位 真艸嶺　秀　弘(日本･京都） 3,948
第22位 西　林　康　憲(日本･千葉) 1,228 第７位 播　本　雄　輔(日本･京都） 3,940
第29位 田　中　義　徳(日本･北海道） 1,156 第８位 鈴　木　隆　博(日本･三重) 3,859
第35位 別　役　壽　章(日本･高知) 1,122 第11位 幸　林　周　逸(日本･青森） 3,753
第46位 板　垣　幸　吉(日本･静岡） 1,069 第14位 前　田　良　一(日本･石川) 3,732

第16位 西　林　康　憲(日本･千葉) 3,697
《ダブルス戦》２×６Ｇ 第17位 菊　川　隆　行(日本･長崎) 3,681
優　勝 大　韓　民　国 2,866 第18位 小　石　敏　興(日本･静岡) 3,679
準優勝 日　本(播本･岩井) 2,760 第20位 高　田　　　勇(日本･京都) 3,604
第３位 日　本(松井･真艸嶺) 2,683 第24位 田　中　義　徳(日本･北海道） 3,547
第７位 日　本(西林･前田) 2,548 第35位 別　役　壽　章(日本･高知) 3,397
第８位 日　本(神下･菊川) 2,515 第37位 板　垣　幸　吉(日本･静岡） 3,380
第10位 日　本(田中･板垣) 2,391
第12位 日　本(小石･幸林) 2,375 《マスターズ戦》１６Ｇ⇒上位3名によるｽﾃｯﾌﾟﾗﾀﾞ-
第21位 日　本(髙田･別役) 2,269 優　勝 KIM JONG TUCK(大韓民国）
第27位 日　本(鈴木) 1,410 準優勝 松　井　正　信(日本･大阪)

第３位 岩　井　親　孝(日本･富山）
第４位 真艸嶺　秀　弘(日本･京都） 3,750
第５位 神　下　克　己(日本･徳島） 3,673

○女子グランドシニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《４人チーム戦》４×６Ｇ
優　勝 中　　　ヒロ子(日本･福井) 1,199 優　勝 日　本(茶谷･久慈･唐津･小池) 4,385
準優勝 JANG AE SIM(大韓民国) 1,182 準優勝 大　韓　民　国 4,305
第３位 田　中　和　子(日本･北海道） 1,116 第３位 大　韓　民　国 4,164
第６位 茶　谷　晴　美(日本･大阪） 1,101 第４位 日　本(中･板垣･濱元･高本) 4,094
第８位 久　慈　順　子(日本･岩手） 1,089 第９位 日　本(田中･三宅) 2,067
第11位 唐　津　美佐子(日本･埼玉） 1,074
第13位 高　本　正　子(日本･愛知） 1,055 《オールエベンツ》１８Ｇ
第16位 板　垣　愛　子(日本･静岡） 1,030 第１位 JANG AE SIM(大韓民国) 3,606
第17位 小　池　和　美(日本･京都） 1,026 第２位 茶　谷　晴　美(日本･大阪） 3,455
第18位 濱　元　小夜子(日本･愛知) 1,019 第３位 久　慈　順　子(日本･岩手） 3,360
第31位 三　宅　伸　子(日本･大阪） 957 第４位 中　　　ヒロ子(日本･福井) 3,352

第５位 田　中　和　子(日本･北海道） 3,332
《ダブルス戦》２×６Ｇ 第７位 高　本　正　子(日本･愛知） 3,246
優　勝 大　韓　民　国 2,362 第11位 小　池　和　美(日本･京都） 3,207
準優勝 日　本(茶谷･久慈) 2,293 第17位 唐　津　美佐子(日本･埼玉） 3,099
第３位 オーストラリア 2,236 第20位 濱　元　小夜子(日本･愛知) 3,042
第５位 日　本(中･板垣) 2,170 第21位 板　垣　愛　子(日本･静岡） 3,037
第７位 日　本(唐津･小池) 2,153 第25位 三　宅　伸　子(日本･大阪） 2,939
第８位 日　本(田中･三宅) 2,131
第10位 日　本(濱元･高本) 2,110 《マスターズ戦》１６Ｇ⇒上位3名によるｽﾃｯﾌﾟﾗﾀﾞ-

優　勝 久　慈　順　子(日本･岩手）
準優勝 中　　　ヒロ子(日本･福井)
第３位 茶　谷　晴　美(日本･大阪）
第11位 田　中　和　子(日本･北海道） 2,810

第１４回アジアシニアボウリング選手権大会②


