
開催日 令和３年６月１３日(日)

競技場

参加数 １０４名

順　位 クラブ名 得 点 順 位 クラブ名 選 手 名 得 点

優　勝 キャロット 2,854 1 ＳＵＮ 小山　愁斗 2,118 

準優勝 大村市役所 2,772 2 諫早 菊川　隆行 2,114 

第３位 諫早 2,743 3 大村市役所 中村　惇耶 2,083 

第４位 眉山 2,719 4 キャロット 西納　光治 2,075 

第５位 ＳＵＮ 2,709 5 眉山 川上　弘昭 2,058 

第６位 諫早 2,681 6 眉山 大貫　隆義 2,037 

7 諫早 辻　　貴司 2,034 

8 マリン 原口　優馬 2,028 

順　位 クラブ名 得 点 9 諫早 藤山　篤美 2,028 

優　勝 サンライズ 2,567 10 トキワ 富永　信明 1,995 

準優勝 マリン 2,482 11 イースタン 円田　貴洋 1,974 

第３位 マリン 2,429 12 諫早 服部　良成 1,967 

13 ＳＵＮ 原　　大輔 1,960 

14 眉山 野口　明廣 1,960 

クラブ名 得 点 15 トキワ 南里　一政 1,955 

Ｈ／Ｇ 眉山 289 16 ＳＵＮ 福満　　亮 1,950 

Ｈ／Ｓ 諫早 781 17 佐世保ラッキー 金子　良司 1,943 

18 大村市役所 毛利　友一 1,941 

19 諫早 古賀　克己 1,939 

順　位 所属名 得 点 20 マリン 山本　達也 1,938 

優　勝 サンライズ 744 21 諫早 山口　勝也 1,938 

準優勝 ＳＵＮ 741 22 ＳＵＮ 本田　博次 1,934 

第３位 ＳＵＮ 741 23 諫早 山下　尭紘 1,929 

24 マリン 中島　経善 1,914 

順　位 クラブ名 得 点

優　勝 諫早 辻　貴司 服部良成 1,470 1 サンライズ 山中美智恵 1,935 

準優勝 眉山 野口明廣 川上弘昭 1,414 2 マリン 松尾　妃奈 1,901 

第３位 マリン 松尾妃奈 原口優馬 1,390 3 マリン 中島　佳音 1,848 

4 眉山 冨田奈美子 1,810 

5 マリン 中島　陽子 1,805 

順　位 チーム名 得 点 6 ＳＵＮ 執行　優希 1,797 

辻　貴司 菊川隆行 7 キャロット 長島恵津子 1,766 

藤山篤美 服部良成 8 眉山 小島　真樹 1,726 

中島　唯 中島陽子 9 サンライズ 近藤加代子 1,696 

中島佳音 中島経善 10 諫早 平田佐智子 1,673 

大貫隆義 前田倫秀 11 ＳＵＮ 前道貴美子 1,646 

野口明廣 川上弘昭 12 佐世保ラッキー 松尾美代子 1,630 

第５７回 長崎県ボウリング選手権大会成績表

諫早パークレーン

≪個　 人　 総　 合　・　男　子≫ ≪決 勝 出 場 選 手・男　子≫

選　手　名

西納　光治

中村　惇耶

菊川　隆行

川上　弘昭

小山　愁斗

藤山　篤美

≪個　 人　 総　 合　・　女　子≫

選　手　名

山中美智恵

松尾　妃奈

中島　佳音

≪ハ イ ゲ ー ム ・ ハ イ シ リ ー ズ≫

選　手　名

川上　弘昭

辻　　貴司

≪個　　人　　戦≫

選　手　名

山中美智恵

福満　　亮

小山　愁斗
※準優勝と第３位は規定による

≪２ 人 チ ー ム 戦≫

選　手　名 ≪決 勝 出 場 選 手・女　子≫

≪４ 人 チ ー ム 戦≫

選　手　名

長崎県ボウリング連盟

優　勝 諫早Ａ 2,647 

準優勝 マリンＢ 2,631 

第３位 眉山Ａ 2,627 


