
2014.11.25～12.3
参加6の国と地域　220名(男子128･女子92) ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･AMF-Puyat Coronado Lanes

○男子シニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《ダブルス戦》２×６Ｇ
優　勝 Farquharson,David(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 1,287 優　勝 フ ィ リ ピ ン 2,359
準優勝 Yang Geun Suk(大韓民国) 1,245 準優勝 大　韓　民　国 2,341
第３位 Tagle,Manny(ｸﾞｱﾑ) 1,231 第３位 ニュージーランド 2,316
第６位 水　野　和　男(日本･東京） 1,148 第６位 日本(武田･山西) 2,260
第23位 服　部　良　成(日本･長崎) 1,084 第12位 日本(川南･服部) 2,197
第27位 山　西　利　明(日本･静岡) 1,068 第25位 日本(加地･飯田) 1,991
第29位 武　田　孝　史(日本･富山) 1,066 第26位 日本(新井･水野) 1,965
第32位 新　井　光　則(日本･神奈川) 1,045 第28位 日本(小石) 996
第35位 川　南　由起夫(日本･神奈川) 1,031
第45位 飯　田　　　剛(日本･三重) 996 《４人チーム戦》４×６Ｇ
第46位 小　石　敏　興(日本･静岡) 995 優　勝 大　韓　民　国 4,645
第50位 加　地　敏　浩(日本･兵庫) 973 準優勝 大　韓　民　国 4,553

第３位 フ ィ リ ピ ン 4,479
《オールエベンツ》１８Ｇ 第７位 日本(川南･服部･加地･飯田) 4,342
第１位 Yang Geun Suk(大韓民国) 3,602 第８位 日本(武田･山西･新井･水野) 4,243
第２位 Son Yong Mok(大韓民国) 3,585
第３位 Dytoc,Benny(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 3,545 《マスターズ戦》１６Ｇ
第９位 服　部　良　成(日本･長崎) 3,421 優　勝 Tagle,Manny(ｸﾞｱﾑ) 3,341
第18位 山　西　利　明(日本･静岡) 3,310 準優勝 Dytoc,Benny(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 3,300
第23位 武　田　孝　史(日本･富山) 3,283 第３位 Sy,Sammy Say(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 3,278
第30位 水　野　和　男(日本･東京） 3,218 第11位 山　西　利　明(日本･静岡) 3,015
第37位 川　南　由起夫(日本･神奈川) 3,128 第13位 服　部　良　成(日本･長崎) 2,983
第45位 飯　田　　　剛(日本･三重) 3,035
第46位 加　地　敏　浩(日本･兵庫) 3,030
第50位 新　井　光　則(日本･神奈川) 2,984
第52位 小　石　敏　興(日本･静岡) 2,932

○男子グランドシニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《４人チーム戦》４×６Ｇ
優　勝 播　本　雄　輔(日本･京都） 1,275 優　勝 日本(高田･真艸嶺･加藤･神下) 4,504
準優勝 菊　川　隆　行(日本･長崎) 1,181 準優勝 日本(菊川･岩井･前田･播本) 4,461
第３位 Choi Yoon Chil(大韓民国) 1,179 第３位 大　韓　民　国 4,436
第４位 前　田　知　一(日本･石川) 1,163 第７位 日本(沼上･大西･西林･板垣) 4,127
第５位 岩　井　親　孝(日本･富山） 1,161 第９位 日本(洲脇･溝口･田中･幸林) 4,001
第８位 大　西　　　守(日本･埼玉) 1,146
第11位 高　田　　　勇(日本･京都) 1,137 《オールエベンツ》１８Ｇ
第15位 真艸嶺　秀　弘(日本･京都） 1,107 第１位 Choi Yoon Chil(大韓民国) 3,555
第16位 沼　上　孝　幸(日本･埼玉) 1,104 第２位 播　本　雄　輔(日本･京都） 3,523
第21位 西　林　康　憲(日本･千葉) 1,083 第３位 菊　川　隆　行(日本･長崎) 3,443
第25位 洲　脇　　　正(日本･岡山) 1,079 第４位 岩　井　親　孝(日本･富山） 3,434
第30位 板　垣　幸　吉(日本･静岡） 1,068 第８位 前　田　知　一(日本･石川) 3,362
第41位 幸　林　周　逸(日本･青森） 1,032 第９位 真艸嶺　秀　弘(日本･京都） 3,312
第48位 神　下　克　己(日本･徳島） 1,002 第10位 高　田　　　勇(日本･京都) 3,312
第49位 溝　口　芳　明(日本･広島） 1,001 第17位 神　下　克　己(日本･徳島） 3,281
第50位 田　中　義　徳(日本･北海道） 997 第19位 沼　上　孝　幸(日本･埼玉) 3,244
第60位 加　藤　幸　雄(日本･鳥取） 953 第29位 西　林　康　憲(日本･千葉) 3,187

第37位 大　西　　　守(日本･埼玉) 3,102
《ダブルス戦》２×６Ｇ 第38位 板　垣　幸　吉(日本･静岡） 3,100
優　勝 大　韓　民　国 2,369 第41位 洲　脇　　　正(日本･岡山) 3,087
準優勝 日本(前田・菊川) 2,293 第42位 加　藤　幸　雄(日本･鳥取） 3,062
第３位 大　韓　民　国 2,273 第46位 溝　口　芳　明(日本･広島） 3,025
第６位 日本(播本･岩井) 2,228 第52位 田　中　義　徳(日本･北海道） 2,986
第８位 日本(加藤･神下) 2,156 第55位 幸　林　周　逸(日本･青森） 2,962
第15位 日本(高田･真艸嶺） 2,108
第17位 日本(沼上･大西) 2,097 《マスターズ戦》１６Ｇ
第25位 日本(西林･板垣） 2,008 優　勝 Sullivan,John(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,230
第26位 日本(洲脇･溝口) 1,986 準優勝 前　田　知　一(日本･石川) 3,197
第28位 日本(田中･幸林) 1,964 第３位 播　本　雄　輔(日本･京都） 3,182

第７位 岩　井　親　孝(日本･富山） 3,123
第９位 菊　川　隆　行(日本･長崎) 3,080
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2014.11.25～12.3
参加6の国と地域　220名(男子128･女子92) ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･AMF-Puyat Coronado Lanes

○女子シニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《オールエベンツ》１８Ｇ
優　勝 Lee Sung Hee(大韓民国) 1,131 第１位 Choe Seung Soo(大韓民国) 3,451
準優勝 Cho Yoon Ok(大韓民国) 1,131 第２位 Harrison,Julie(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,339
第３位 Santos,Nelia(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 1,124 第３位 吉　田　由美子(日本･埼玉) 3,304
第５位 高　木　則　子(日本･福井) 1,099 第４位 柳　川　穂　波(日本･三重) 3,278
第９位 柳　川　穂　波(日本･三重) 1,085 第７位 高　木　則　子(日本･福井) 3,248
第12位 吉　田　由美子(日本･埼玉) 1,064

《マスターズ戦》１６Ｇ
《ダブルス戦》２×６Ｇ 優　勝 Baker,Jeanette(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3329
優　勝 オーストラリア 2,244 準優勝 吉　田　由美子(日本･埼玉) 3273
準優勝 大　韓　民　国 2,237 第３位 Choe Seung Soo(大韓民国) 3109
第３位 日本(吉田･柳川) 2,206 第４位 高　木　則　子(日本･福井) 3093
第14位 日本(高木･竹本) 1,963 第９位 柳　川　穂　波(日本･三重) 2924

《４人チーム戦》４×６Ｇ
優　勝 大　韓　民　国 4,367
準優勝 オーストラリア 4,337
第３位 日本(吉田･高木･竹本･柳川) 4,321

○女子グランドシニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《４人チーム戦》４×６Ｇ
優　勝 Choi Sook Ja(大韓民国) 1,134 優　勝 日本(唐津･吉川･鳥谷部･久慈) 4,215
準優勝 Hyun Jung Sook(大韓民国) 1,123 準優勝 大　韓　民　国 4,171
第３位 Chen Hsieh,Hsueh-o(中華台北) 1,116 第３位 大　韓　民　国 4,148
第13位 小　池　和　美(日本･京都） 1,050 第６位 日本(板垣･田中･滝沢･吉田) 4,005
第14位 久　慈　順　子(日本･岩手） 1,047 第８位 日本(高本･茶谷･小池･三宅) 3,823
第16位 吉　田　喜代子(日本･宮崎) 1,041
第17位 板　垣　愛　子(日本･静岡） 1,036 《オールエベンツ》１８Ｇ
第18位 鳥谷部　エイ子(日本･青森) 1,036 第１位 久　慈　順　子(日本･岩手） 3,316
第19位 吉　川　朋　子(日本･三重) 1,036 第２位 Forrest,Maxine(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,297
第23位 三　宅　伸　子(日本･大阪） 1,027 第３位 吉　川　朋　子(日本･三重) 3,286
第26位 竹　本　佐知子(日本･広島) 1,015 第５位 板　垣　愛　子(日本･静岡） 3,246
第28位 茶　谷　晴　美(日本･大阪） 1,002 第12位 小　池　和　美(日本･京都） 3,155
第29位 唐　津　美佐子(日本･埼玉） 1,002 第15位 鳥谷部　エイ子(日本･青森) 3,100
第32位 田　中　和　子(日本･北海道） 990 第18位 唐　津　美佐子(日本･埼玉） 3,078
第33位 滝　沢　靖　子(日本･埼玉) 985 第21位 吉　田　喜代子(日本･宮崎) 3,058
第46位 高　本　正　子(日本･愛知） 895 第25位 三　宅　伸　子(日本･大阪） 3,024

第27位 滝　沢　靖　子(日本･埼玉) 3,012
《ダブルス戦》２×６Ｇ 第31位 竹　本　佐知子(日本･広島) 2,923
優　勝 日本(鳥谷部･久慈) 2,237 第34位 田　中　和　子(日本･北海道） 2,915
準優勝 日本(吉川･唐津) 2,207 第39位 茶　谷　晴　美(日本･大阪） 2,790
第３位 大　韓　民　国 2,166 第43位 高　本　正　子(日本･愛知） 2,708
第７位 日本(板垣･田中) 2,088
第８位 日本(滝沢･吉田) 2,086 《マスターズ戦》１６Ｇ
第10位 日本(小池･三宅) 2,078 優　勝 David,Baby(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 3,101
第24位 日本(高本･茶谷) 1,802 準優勝 久　慈　順　子(日本･岩手） 3,098

第３位 Lee Keum Ja(大韓民国) 3,093
第９位 吉　川　朋　子(日本･三重) 2,945
第12位 板　垣　愛　子(日本･静岡） 2,917
第14位 小　池　和　美(日本･京都） 2,795
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