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《女子シングルス》６Ｇ
優　勝 Mao-sen chen(中華台北) 1,361 優　勝 Jenny Walsh(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 1,232
準優勝 Ho-tsai Chen(中華台北) 1,264 準優勝 鈴　木　春　美(日本･東京) 1,231
第３位 Koh Sau Piok(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) 1,249 第３位 Soon Nam Cho(韓国) 1,200
第５位 中　村　喜代孝(日本･三重) 1,215 第４位 茶　谷　晴　美(日本･大阪) 1,195
第６位 大　池　伴　好(日本･東京) 1,196 第６位 高　見　敏　子(日本･富山) 1,122
第７位 松　原　宏　仁(日本･兵庫) 1,185 第11位 久　慈　順　子(日本･岩手) 1,066
第16位 田　中　義　徳(日本･北海道) 1,148 第14位 松　原　幸　子(日本･愛媛) 1,051
第16位 別　役　壽　章(日本･高知) 1,148 第15位 高　本　正　子(日本･愛知) 1,049
第18位 高　橋　俊　博(日本･静岡) 1,147 第17位 三　宅　伸　子(日本･大阪) 1,044
第22位 幸　林　周　逸(日本･青森) 1,136 第20位 竹　本　佐知子(日本･広島) 1,029
第27位 平　川　　　晃(日本･福岡) 1,116 第21位 原　　　章　代(日本･兵庫) 1,027
第36位 村　上　　　健(日本･石川) 1,084 第24位 高　谷　満　枝(日本･大阪) 1,021
第41位 吉　田　節　男(日本･東京) 1,069 第26位 有　田　愛　子(日本･静岡) 1,016
第42位 岩　井　親　孝(日本･富山) 1,068 第32位 大　橋　幸　子(日本･福岡) 998
第45位 浦　川　正　信(日本･熊本) 1,059 第37位 小　池　和　美(日本･京都) 984
第47位 小　石　敏　興(日本･静岡) 1,056 第49位 浜　口　朋　子(日本･三重) 947
第61位 板　垣　幸　吉(日本･静岡) 1,012 第51位 宮　倉　祐　子(日本･島根) 946
第79位 國　武　能　夫(日本･福岡) 939 第69位 笹　森　玲　子(日本･宮城) 869

《女子２人チーム戦》２×６Ｇ
優　勝 日　本(中村･別役) 2,467 優　勝 日　本(久慈･竹本) 2,291
準優勝 中華台北 2,422 準優勝 韓　国 2,231
第３位 韓　国 2,401 第３位 中華台北 2,224
第８位 日　本(岩井･村上) 2,283 第５位 日　本(宮倉･松原) 2,179
第13位 日　本(幸林･松原) 2,216 第７位 日　本(高本･浜口) 2,149
第15位 日　本(板垣･小石) 2,207 第９位 日　本(茶谷･鈴木) 2,122
第18位 日　本(平川･平井) 2,196 第11位 日　本(小池･原) 2,114
第22位 日　本(田中･高橋) 2,153 第12位 日　本(有田･大橋) 2,106
第23位 日　本(大池･吉田) 2,134 第15位 日　本(三宅･高谷) 2,073
第33位 日　本(國武･浦川) 2,065 第30位 日　本(笹森･高見) 1,887

《女子フォーメンチーム戦》４×６Ｇ
優　勝 韓　国 4,731 優　勝 韓　国 4,377
準優勝 日　本(高橋･田中･平川･平井) 4,664 準優勝 日　本(久慈･竹本･茶谷･鈴木) 4,283
第３位 中華台北 4,618 第３位 韓　国 4,168
第６位 日　本(幸林･松原･岩井･村上) 4,450 第４位 日　本(高本･浜口･有田･大橋) 4,145
第９位 日　本(大池･中村･吉田･別役) 4,412 第８位 日　本(笹森･高見･宮倉･松原) 3,995
第16位 日　本(板垣･小石･國武･浦川) 4,033 第９位 日　本(小池･原･三宅･高谷) 3,994

《女子オールエベンツ》１８Ｇ
第１位 Mao-sen chen(中華台北) 3,777 第１位 Soon Nam Cho(韓国) 3,499
第２位 Koh Sau Piok(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) 3,683 第２位 茶　谷　晴　美(日本･大阪) 3,386
第３位 中　村　喜代孝(日本･三重) 3,679 第３位 Eum Sook Kim(韓国) 3,346
第９位 別　役　壽　章(日本･高知) 3,465 第４位 竹　本　佐知子(日本･広島) 3,310
第13位 幸　林　周　逸(日本･青森) 3,435 第８位 久　慈　順　子(日本･岩手) 3,264
第16位 田　中　義　徳(日本･北海道) 3,401 第９位 鈴　木　春　美(日本･東京) 3,257
第19位 大　池　伴　好(日本･東京) 3,389 第13位 有　田　愛　子(日本･静岡) 3,217
第23位 松　原　宏　仁(日本･兵庫) 3,369 第15位 高　見　敏　子(日本･富山) 3,163
第24位 平　川　　　晃(日本･福岡) 3,359 第16位 松　原　幸　子(日本･愛媛) 3,160
第28位 岩　井　親　孝(日本･富山) 3,346 第17位 高　谷　満　枝(日本･大阪) 3,155
第33位 高　橋　俊　博(日本･静岡) 3,301 第18位 高　本　正　子(日本･愛知) 3,129
第36位 村　上　　　健(日本･石川) 3,272 第21位 浜　口　朋　子(日本･三重) 3,106
第43位 浦　川　正　信(日本･熊本) 3,179 第24位 小　池　和　美(日本･京都) 3,098
第50位 小　石　敏　興(日本･静岡) 3,136 第31位 三　宅　伸　子(日本･大阪) 3,044
第52位 板　垣　幸　吉(日本･静岡) 3,131 第38位 宮　倉　祐　子(日本･島根) 2,990
第56位 吉　田　節　男(日本･東京) 3,108 第39位 原　　　章　代(日本･兵庫) 2,960
第74位 國　武　能　夫(日本･福岡) 2,925 第40位 大　橋　幸　子(日本･福岡) 2,958
第87位 平　井　正　美(日本･熊本) 2,363 第62位 笹　森　玲　子(日本･宮城) 2,736

《女子マスターズ》
優　勝 Nam Sou Kim(韓国) 3,521(110) 優　勝 鈴　木　春　美(日本･東京) 3,283( 90)
準優勝 中　村　喜代孝(日本･三重) 3,508(110) 準優勝 有　田　愛　子(日本･静岡) 3,131(110)
第３位 Young In Kim(韓国) 3,417( 90) 第３位 Jenny Walsh(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,070(100)
第４位 幸　林　周　逸(日本･青森) 3,416(110) 第６位 竹　本　佐知子(日本･広島) 2,967(100)
第８位 田　中　義　徳(日本･北海道)3,247( 80) 第９位 茶　谷　晴　美(日本･大阪) 2,915( 80)
第15位 別　役　壽　章(日本･高知) 3,080( 70) 第10位 松　原　幸　子(日本･愛媛) 2,904( 80)

第12位 久　慈　順　子(日本･岩手) 2,870( 80)
第14位 高　見　敏　子(日本･富山) 2,844( 60)

《男子マスターズ》

《男子フォーメンチーム戦》４×６Ｇ

《男子オールエベンツ》１８Ｇ

第８回アジアシニアボウリング選手権大会

参加6の国と地域　162名(男子89･女子73)

《男子シングルス》６Ｇ

《男子２人チーム戦》２×６Ｇ


