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岩手・盛岡スターレーン

第１位 東　京　Ａ 2,775 第１位 青　森　Ａ 2,208

第２位 三　重　Ａ 2,584 第２位 岩　手　Ｂ 2,175

第３位 埼　玉　Ａ 2,552 第３位 愛　知　Ａ 2,168

第４位 北海道　Ｂ 2,547 第４位 埼　玉　Ｂ 2,160

第５位 兵　庫　Ａ 2,544 第５位 兵　庫　Ａ 2,153

第６位 福　島　Ａ 2,507 第６位 静　岡　Ａ 2,148

第７位 岡　山　Ａ 2,501 第７位 三　重　Ａ 2,114

第８位 北海道　Ａ 2,489 第８位 宮　城　Ｂ 2,114

第１位 (東　京) 1,483 第１位 (和歌山) 1,153

第２位 (三　重) 1,433 第２位 (石　川) 1,135

第３位 (兵　庫) 1,409 第３位 (東　京) 1,126

第４位 (青　森) 1,400 第４位 (愛　知) 1,125

第５位 (兵　庫) 1,330 第５位 (和歌山) 1,093

第６位 (北海道) 1,329 第６位 (青　森) 1,087

第７位 (北海道) 1,321 第７位 (大　分) 1,083

第８位 (岡　山) 1,308 第８位 (愛　知) 1,081桐　生 由紀子

岡 　　里　美

井　出 由紀子

今　井 佳　子

松　村 佳　美

鳥谷部 エイ子

馬　場 初　美

成田 公教

竹内 隆司

滝本 宗彦

髙橋 俊幸

佐古 浩一

山　﨑 明　美

滝本　宗彦 ・ 似内　和彦

道林　政広 ・ 石橋　一陛

中田 　明 ・ 垣内　　泰

山中 徹治

梅田 久徳

道林 政広

桐生由紀子 ・ 中⻄　晴子

滝沢　靖子 ・ 唐津美佐子

中上佐代子 ・ 山田みゆき

村上香保留 ・ 松岡　真弓

吉田千佳子 ・ 鈴木由記子

第８位 京　都 奥 　享子 ・ 中嶋美智子

武市 真実 ・ 鳥谷部エイ子

第１位

3,909
佐野 弘子 ・ 田中 市子

第６位 和歌山 松村 佳美 ・ 福島 佳子 3,933
山﨑 明美 ・ 川口 尚美

第７位 大　分 蒲池 綾子 ・ 柴田 房子 3,910
馬場 初美 ・ 木村 正子

4,080

第４位 兵　庫 4,022

第５位 青　森 奥﨑瑠璃子 ・ 中村 恵子 4,005

愛　知

東　京

林 　伸治 ・ 小幡 章夫

4,830

4,791

4,719

4,242

第２位 福　島 4,133

愛　知

4,976

4,915

4,881

4,881

4,718

第２位

第３位

第４位

第５位

第６位

千　葉

兵　庫

青　森

長　崎

神奈川

第７位

第８位

大　阪

舘山 　智 ・ 野呂 哲則

服部 良成 ・ 辻　　貴司
菊川 隆行 ・ 藤山 篤美

本多 裕典 ・ 鈴木 成之
松原 　聡 ・ 山中 徹治

中⻄ 貴久 ・ 山内 博之

第１位

山田みゆき ・ 中上佐代子

《女　子》（6G）

常木 育美 ・ 能登美紀子
川⻄ 明子 ・ 山本 直美

松本 広美 ・ 影山明⽇美
大塚 優子 ・ 新井田富子

富　山

第３位

《男　子》（6G）

土屋 晴仁 ・ 野澤 俊之

⻑島 則夫 ・ 新山 信二
有賀 　徹 ・ 松井 正信

宮戸 康次 ・ 押切 　功
田野 浩次 ・ 斎藤 有作

道林 政広 ・ 石橋 一陛
山田 　勉 ・ 竹内 隆司

谷川 有司 ・ 増田 一義

成田 公教 ・ 小比類巻正昭

　《女　子》（4×6G）

仁木 　隆 ・ 佐古　浩一

選　手　権　者　決　定　戦

久米 充代 ・ 塩口 雅枝

桐生由紀子 ・ 花井千久佐
今井 佳子 ・ 中⻄ 晴子

吉川　朋子 ・ 山本　千鶴

日本スポーツマスターズ２０２２ ボウリング競技
成　　績　　表

参加：男子100名(25チーム)

　　　女子 80名(20チーム)　計180名

奥﨑瑠璃子 ・ 鳥谷部エイ子

飯田　　剛 ・ 梅田　久徳 吉田　智子 ・ 菊地　明美

２　人　チ　ー　ム　戦

　《男　子》（2×6G） 　《女　子》（2×6G）

山中　徹治 ・ 松原　 聡

４　人　チ　ー　ム　戦

髙橋　俊幸 ・ 稲田　武史

浦川 　毅 ・ 大竹　祥一

　《男　子》（4×6G）


