
開催日 令和４年６月１２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 諫早 2,720 1 諫早 藤山篤美 2,115

準優勝 あじさい 2,671 2 諫早 服部良成 2,044

第３位 諫早 2,659 3 あじさい 原口優馬 2,017

第４位 トキワ 2,637 4 大村市役所 中村惇耶 2,007

第５位 諫早 2,635 5 諫早 菊川隆行 2,005 

第６位 マリン 2,617 6 マリン 山本達也 1,976 

7 トキワ 德久恵大 1,969 

8 あじさい 山下知且 1,965 

順　位 クラブ名 得 点 9 諫早 辻　貴司 1,955 

優　勝 あじさい 2,758 10 マリン 下谷昌也 1,950 

準優勝 トキワ 2,582 11 諫早 山下尭紘 1,937 

第３位 マリン 2,502 12 トキワ 南里一政 1,916 

13 トキワ 植松正俊 1,897 

14 キャロット 西納光治 1,887 

クラブ名 得 点 15 トキワ 富永大輝 1,881 

Ｈ／Ｇ あじさい 299 16 マリン 中島経善 1,867 

Ｈ／Ｓ 諫早 782 17 佐世保ラッキー 金子良司 1,863 

18 SUN 前道民夫 1,830 

19 あじさい 橋本邦生 1,819 

順　位 所属名 得 点 20 眉山 川上弘昭 1,814 

優　勝 大村市役所 755 21 トキワ 德久祐紀 1,806 

準優勝 トキワ 731 22 マリン 鬼塚幸雄 1,804 

第３位 あじさい 723 23 大村市役所 久保和幸 1,798 

24 大村市役所 本松　智 1,794 

順　位 クラブ名 得 点 1 あじさい 松尾妃奈 2,047 

優　勝 諫早 藤山篤美 服部良成 1,414 2 トキワ 富永知紗希 2,006 

準優勝 トキワ 德久祐紀 德久恵大 1,386 3 マリン 中島佳音 1,908 

第３位 マリン 下谷昌也 鬼塚幸雄 1,359 4 あじさい 開美恵子 1,904 

5 イースタン 吉田純子 1,885 

6 サンライズ 山中美智恵 1,867 

順　位 チーム名 得 点 7 眉山 小島真樹 1,848 

辻　貴司 藤山篤美 8 SUN 前道貴美子 1,844 

菊川隆行 服部良成 9 ロイヤル 山﨑千代美 1,834 

南里一政 永田ゆり 10 眉山 田中裕子 1,829 

道下　茂 植松正俊 11 サンライズ 近藤加代子 1,800 

德久祐紀 富永知紗希 12 マリン 中島　唯 1,792 

富永大輝 德久恵大

第５８回 長崎県ボウリング選手権大会成績表

長崎ラッキーボウル

≪個　 人　 総　 合　・　男　子≫ ≪決 勝 出 場 選 手・男子≫

選　手　名

藤山篤美

原口優馬

服部良成

德久恵大

菊川隆行

山本達也

≪個　 人　 総　 合　・　女　子≫

選　手　名

松尾妃奈

富永知紗希

中島佳音

≪ハ イ ゲ ー ム ・ ハ イ シ リ ー ズ≫

選　手　名

原口　優馬

藤山　篤美

≪個　　人　　戦≫

選　手　名

中村　惇耶

富永知紗希

山下　知且

≪2 人 チ ー ム 戦≫ ≪決 勝 出 場 選 手・女子≫

選　手　名

≪４ 人 チ ー ム 戦≫

選　手　名

長崎県ボウリング連盟

優　勝 諫早Ａ 2,857 

準優勝 トキワＢ 2,578 

第３位 トキワＡ 2,525 


