
2007.11.7～14
日本・三重　サーキットボウル

○女子シニア部門

《シングルス》６Ｇ

優　勝 SOON HA CHOI(大韓民国) 1,429 優　勝 加　藤　二志子(日本･愛知) 1,228

準優勝 西　田　安　男(日本･大阪) 1,429 準優勝 橋　本　鈴　子(日本･香川) 1,220

第３位 LAWRIE HILL(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 1,312 第３位 久　慈　順　子(日本･岩手) 1,181

第４位 佐　藤　　　正(日本･静岡) 1,309 第４位 和　田　すま子(日本･東京) 1,165

第５位 石　島　哲　也(日本･静岡) 1,303 第５位 鈴　木　春　美(日本･山梨) 1,164

第６位 加　藤　幸　雄(日本･鳥取) 1,293 第６位 平　田　千鶴子(日本･岡山) 1,160

第10位 前　田　知　一(日本･石川) 1,272 第７位 松　原　幸　子(日本･愛媛) 1,142

第11位 大　西　正　己(日本･大阪) 1,268 第８位 平　田　智恵子(日本･熊本) 1,140

第13位 中　村　喜代孝(日本･三重) 1,252 第15位 高　本　正　子(日本･愛知) 1,117

第15位 南　出　幹　生(日本･三重) 1,244 第21位 望　月　由利子(日本･静岡) 1,078

第17位 細　井　義　之(日本･三重) 1,235 第27位 茶　谷　晴　美(日本･大阪) 1,059

第22位 村　上　　　健(日本･石川) 1,192 第28位 浜　口　朋　子(日本･三重) 1,058

第24位 伊　藤　重　夫(日本･三重) 1,180 第36位 竹　本　佐知子(日本･広島) 1,030

第20位 西　田　一　善(日本･和歌山) 1,152 第37位 唐　津　美佐子(日本･埼玉) 1,022

第37位 別　役　壽　章(日本･高知) 1,114 第39位 柳　川　穂　波(日本･三重) 1,010

第42位 成　海　皇　基(日本･東京) 1,092 第40位 宮　倉　祐　子(日本･島根) 1,001

第43位 藤　田　忠　志(日本･滋賀) 1,091 銅ﾒﾀﾞﾙ JONG SOON LEE(大韓民国) 1,137

第48位 板　垣　幸　吉(日本･静岡) 1,079

《ダブルス戦》２×６Ｇ 《ダブルス戦》２×６Ｇ

優　勝 中華台北 2,664 優　勝 日　本(唐津･和田) 2,349

準優勝 日　本(大西･西田) 2,649 準優勝 大韓民国 2,311

第３位 日　本(佐藤･加藤) 2,582 第３位 日　本(加藤･平田智) 2,310

第４位 日　本(村上･板垣) 2,554 第５位 日　本(宮倉･橋本) 2,296

第５位 日　本(石島･前田) 2,540 第７位 日　本(高本･平田千) 2,234

第６位 日　本(西田･別役) 2,526 第８位 日　本(浜口･柳川) 2,231

第10位 日　本(成海･村上) 2,425 第11位 日　本(望月･松原) 2,192

第13位 日　本(南出･藤田) 2,405 第12位 日　本(茶谷･鈴木) 2,182

第19位 日　本(細井･伊藤) 2,371 第21位 日　本(久慈･竹本) 2,016

《４人チーム戦》４×６Ｇ

優　勝 中華台北 4,990 優　勝 日本(唐津･加藤･平田智･和田) 4,716

準優勝 日本(大西･西田･西田･別役) 4,945 準優勝 日本(竹本･久慈･茶谷･鈴木) 4,497

第３位 大韓民国 4,846 第３位 大韓民国 4,426

第４位 日本(成海･中村･石島･前田) 4,780 第５位 日本(浜口･柳川･宮倉･橋本) 4,380

第６位 日本(村上･板垣･佐藤･加藤) 4,685 第８位 日本(望月･松原･高本･平田千) 4,151

第８位 日本(南出･藤田･細井･伊藤) 4,653

《マスターズ》１６Ｇ

優　勝 西　田　安　男(日本･大阪) 3,732(100) 優　勝 久　慈　順　子(日本･岩手) 3,380(110)

準優勝 HAI KI LEE(大韓民国) 3,590(120) 準優勝 加　藤　二志子(日本･愛知) 3,221( 90)

第３位 大　西　正　己(日本･大阪) 3,553(110) 第３位 WOL YOUNG HWANG(大韓民国) 3,206( 80)

第８位 石　島　哲　也(日本･静岡) 3,447( 80) 第４位 和　田　すま子(日本･東京) 3,162( 60)

第９位 西　田　一　善(日本･和歌山)3,442( 80) 第５位 橋　本　鈴　子(日本･香川) 3,159( 80)

第11位 村　上　　　健(日本･石川) 3,391( 75) 第７位 唐　津　美佐子(日本･埼玉) 3,084( 90)

第13位 前　田　知　一(日本･石川) 3,396( 50) 第12位 宮　倉　祐　子(日本･島根) 2,985( 75)

第14位 加　藤　幸　雄(日本･鳥取) 3,408( 70) 第13位 浜　口　朋　子(日本･三重) 2,964( 70)

第14位 鈴　木　春　美(日本･山梨) 2,955( 70)

第15位 平　田　智恵子(日本･熊本) 2,867( 50)

第16位 平　田　千鶴子(日本･岡山) 2,862( 70)

第９回アジアシニアボウリング選手権大会①

参加7の国と地域　223名(男子134･女子89)

《シングルス》６Ｇ

《マスターズ》１６Ｇ

○男子シニア部門

《４人チーム戦》４×６Ｇ



2007.11.7～14
日本・三重　サーキットボウル

○女子グランドシニア部門

《シングルス》６Ｇ

優　勝 播　本　雄　輔(日本･京都) 1,288 優　勝 濱　元　小夜子(日本･愛知) 1,173

準優勝 丸　尾　　　豊(日本･東京) 1,281 準優勝 高　見　敏　子(日本･富山) 1,147

第３位 SOO HO LEE(大韓民国) 1,275 第３位 BARB RICHMOND(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 1,124

第４位 松　原　宏　仁(日本･兵庫) 1,255 第３位 寺　村　眞　代(日本･大阪) 1,124

第６位 幸　林　周　逸(日本･青森) 1,214 第６位 原　　　章　代(日本･兵庫) 1,096

第８位 福　岡　和　福(日本･愛知) 1,206 第７位 小　池　和　美(日本･京都) 1,095

第９位 栗　林　隆　行(日本･三重) 1,204 第９位 鈴　木　百合子(日本･岡山) 1,085

第10位 神　下　克　己(日本･徳島) 1,194 第11位 沖　　　崇　子(日本･広島) 1,057

第11位 岩　井　親　孝(日本･富山) 1,188 第13位 板　垣　愛　子(日本･静岡) 1,055

第14位 吉　田　節　男(日本･東京) 1,180 第14位 平　仲　節　子(日本･山口) 1,035

第15位 小　野　年　明(日本･愛媛) 1,178 第15位 笹　森　玲　子(日本･宮城) 1,029

第16位 本　永　昌　史(日本･愛知) 1,169 第16位 三　宅　伸　子(日本･大阪) 1,019

第20位 高　橋　賢　二(日本･神奈川) 1,150 第17位 岩　井　悦　子(日本･富山) 1,017

第26位 大　池　伴　好(日本･東京) 1,132 第24位 大　橋　幸　子(日本･福岡) 969

第36位 高　橋　俊　博(日本･静岡) 1,088 第27位 高　橋　ユキ子(日本･埼玉) 955

第40位 浦　川　正　信(日本･熊本) 1,073 第31位 田　中　和　子(日本･北海道) 937

第43位 田　中　義　徳(日本･北海道) 1,064 第33位 則　武　紀　子(日本･愛知) 911

《ダブルス戦》２×６Ｇ 《ダブルス戦》２×６Ｇ

優　勝 日　本(岩井･松原) 2,604 優　勝 日　本(高見･寺村) 2,298

準優勝 日　本(丸尾･高橋俊) 2,579 準優勝 日　本(沖･鈴木) 2,286

第３位 日　本(高橋賢･福岡) 2,578 第３位 日　本(笹森･濱元) 2,243

第４位 日　本(神下･小野) 2,538 第４位 日　本(高橋･小池) 2,213

第５位 日　本(本永･播本) 2,486 第５位 日　本(岩井･平仲) 2,173

第16位 日　本(大池･吉田) 2,263 第６位 日　本(則武･三宅) 2,133

第21位 日　本(栗林･浦川) 2,190 第７位 日　本(田中･板垣) 2,100

第23位 日　本(田中･幸林) 2,185 第11位 日　本(原･大橋) 2,018

銅ﾒﾀﾞﾙ 大韓民国 2,423 銅ﾒﾀﾞﾙ 大韓民国 2,081

《４人チーム戦》４×６Ｇ

優　勝 日本(大池･吉田･神下･小野) 4,964 優　勝 日本(田中･板垣･沖･鈴木) 4,404

準優勝 大韓民国 4,960 準優勝 日本(高橋･小池･高見･寺村) 4,389

第３位 日本(田中･幸林･丸尾･高橋俊) 4,872 第３位 日本(岩井･平仲･笹森･濱元) 4,251

第４位 日本(岩井･松原･本永･播本） 4,622 第４位 日本(則武･三宅･原･大橋) 4,185

第５位 日本(高橋賢･福岡･栗林･浦川) 4,592 銅ﾒﾀﾞﾙ オーストラリア 4,146

《マスターズ》１６Ｇ

優　勝 高　橋　俊　博(日本･静岡) 3,610(100) 優　勝 鈴　木　百合子(日本･岡山) 3,201( 70)

準優勝 神　下　克　己(日本･徳島) 3,548(100) 準優勝 BARB RICHMOND(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,155(120)

第３位 SOO HO LEE(大韓民国) 3,495(130) 第３位 原　　　章　代(日本･兵庫) 3,021(125)

第４位 小　野　年　明(日本･愛媛) 3,442( 90) 第４位 濱　元　小夜子(日本･愛知) 2,999( 80)

第５位 松　原　宏　仁(日本･兵庫) 3,397(100) 第５位 高　見　敏　子(日本･富山) 2,997( 90)

第６位 播　本　雄　輔(日本･京都) 3,358( 90) 第６位 小　池　和　美(日本･京都) 2,992( 80)

第７位 丸　尾　　　豊(日本･東京) 3,354( 70) 第７位 平　仲　節　子(日本･山口) 2,978( 50)

第８位 栗　林　隆　行(日本･三重) 3,337(100) 第８位 沖　　　崇　子(日本･広島) 2,974(110)

第11位 福　岡　和　福(日本･愛知) 3,291( 80) 第８位 三　宅　伸　子(日本･大阪) 2,955( 60)

第15位 高　橋　賢　二(日本･神奈川)3,175( 80) 第10位 寺　村　眞　代(日本･大阪) 2,941(100)

第16位 大　池　伴　好(日本･東京) 3,013( 50) 第11位 板　垣　愛　子(日本･静岡) 2,920( 95)

第16位 岩　井　悦　子(日本･富山) 2,547( 30)

《シングルス》６Ｇ

《４人チーム戦》４×６Ｇ

《マスターズ》１６Ｇ

第９回アジアシニアボウリング選手権大会②

参加7の国と地域　223名(男子134･女子89)

○男子グランドシニア部門



2007.11.7～14
日本・三重　サーキットボウル

○女子シニア部門

《オールエベンツ》１８Ｇ

第１位 西　田　安　男(日本･大阪) 4,069 第１位 加　藤　二志子(日本･愛知) 3,773

第２位 HO-TSAI CHEN(中華台北) 3,931 第２位 久　慈　順　子(日本･岩手) 3,653

第３位 HAN-CHEN LIN(中華台北) 3,872 第３位 橋　本　鈴　子(日本･香川) 3,541

第４位 加　藤　幸　雄(日本･鳥取) 3,862 第４位 和　田　すま子(日本･東京) 3,513

第５位 大　西　正　己(日本･大阪) 3,823 第７位 鈴　木　春　美(日本･山梨) 3,395

第９位 前　田　知　一(日本･石川) 3,769 第10位 宮　倉　祐　子(日本･島根) 3,369

第10位 石　島　哲　也(日本･静岡) 3,762 第13位 唐　津　美佐子(日本･埼玉) 3,323

第12位 西　田　一　善(日本･和歌山) 3,747 第14位 平　田　智恵子(日本･熊本) 3,321

第15位 村　上　　　健(日本･石川) 3,715 第15位 平　田　千鶴子(日本･岡山) 3,303

第18位 佐　藤　　　正(日本･静岡) 3,673 第16位 浜　口　朋　子(日本･三重) 3,301

第21位 細　井　義　之(日本･三重) 3,599 第19位 望　月　由利子(日本･静岡) 3,271

第22位 成　海　皇　基(日本･東京) 3,593 第21位 高　本　正　子(日本･愛知) 3,265

第24位 伊　藤　重　夫(日本･三重) 3,586 第27位 松　原　幸　子(日本･愛媛) 3,235

第27位 中　村　喜代孝(日本･三重) 3,540 第32位 茶　谷　晴　美(日本･大阪) 3,170

第29位 南　出　幹　生(日本･三重) 3,500 第38位 柳　川　穂　波(日本･三重) 2,985

第30位 藤　田　忠　志(日本･滋賀) 3,494 第42位 竹　本　佐知子(日本･広島) 2,911

第35位 別　役　壽　章(日本･高知) 3,444 銅ﾒﾀﾞﾙ FENG-CHIN HAN(中華台北) 3,440

第35位 板　垣　幸　吉(日本･静岡) 3,444

○女子グランドシニア部門

《オールエベンツ》１８Ｇ

第１位 播　本　雄　輔(日本･京都) 3,901 第１位 寺　村　眞　代(日本･大阪) 3,490

第２位 SOO HO LEE(大韓民国) 3,845 第２位 高　見　敏　子(日本･富山) 3,416

第３位 丸　尾　　　豊(日本･東京) 3,817 第３位 濱　元　小夜子(日本･愛知) 3,409

第４位 小　野　年　明(日本･愛媛) 3,791 第４位 鈴　木　百合子(日本･岡山) 3,331

第５位 福　岡　和　福(日本･愛知) 3,763 第５位 沖　　　崇　子(日本･広島) 3,300

第６位 松　原　宏　仁(日本･兵庫) 3,730 第６位 板　垣　愛　子(日本･静岡) 3,290

第７位 神　下　克　己(日本･徳島) 3,683 第６位 平　仲　節　子(日本･山口) 3,290

第９位 高　橋　俊　博(日本･静岡) 3,658 第８位 小　池　和　美(日本･京都) 3,270

第10位 高　橋　賢　二(日本･神奈川) 3,655 第11位 原　　　章　代(日本･兵庫) 3,214

第13位 栗　林　隆　行(日本･三重) 3,552 第13位 三　宅　伸　子(日本･大阪) 3,152

第16位 大　池　伴　好(日本･東京) 3,505 第15位 岩　井　悦　子(日本･富山) 3,140

第19位 本　永　昌　史(日本･愛知) 3,498 第17位 笹　森　玲　子(日本･宮城) 3,082

第21位 岩　井　親　孝(日本･富山) 3,483 第20位 高　橋　ユキ子(日本･埼玉) 3,045

第24位 吉　田　節　男(日本･東京) 3,470 第23位 則　武　紀　子(日本･愛知) 3,021

第25位 幸　林　周　逸(日本･青森) 3,459 第24位 田　中　和　子(日本･北海道) 3,003

第36位 田　中　義　徳(日本･北海道) 3,349 第27位 大　橋　幸　子(日本･福岡) 2,944

第57位 浦　川　正　信(日本･熊本) 3,023 銅ﾒﾀﾞﾙ BARB RICHMOND(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,267

《オールエベンツ》１８Ｇ

○男子グランドシニア部門

《オールエベンツ》１８Ｇ

○男子シニア部門

第９回アジアシニアボウリング選手権大会③

参加7の国と地域　223名(男子134･女子89)


