
優　勝 Y.C.Ma(中華台北) 1,327 優　勝 M.Beckel(ﾄﾞｲﾂ) 1,272

準優勝 R.Silya(ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ) 1,310 準優勝 L.Norry(ｱﾒﾘｶ) 1,243

第３位 B.S.Suh(韓国) 1,277 第３位 S.H.Yrjola(ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ) 1,234

第４位 J.Fuentes(ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ) 1,274 第４位 A.Rath(ﾃﾞﾝﾏｰｸ) 1,225

第５位 L.Monti(ｲﾀﾘｱ) 1,263 第５位 R.Meechokchai(ﾀｲ) 1,218

第６位 L.J.Iserta(ﾒｷｼｺ) 1,261 第６位 稲　津　久美子(日本･北海道) 1,217

第30位 和　田　幸　正(日本･愛媛) 1,208 第20位 浅　井　敦　子(日本･福岡) 1,171

第46位 山　本　　　浩(日本･富山) 1,194 第124位 林　　　麻由美(日本･宮崎) 1,068

第74位 田　形　研　吾(日本･愛知) 1,164 第132位 満　生　由美子(日本･福岡) 1,059

第80位 大　野　裕　和(日本･福岡) 1,161 第152位 畑　中　知　子(日本･北海道) 1,038

第101位 竪　本　幸　作(日本･広島) 1,144 第154位 稲　内　教　子(日本･京都) 1,037

第162位 志　野　好　志(日本･大阪) 1,116

優　勝 アメリカ 2,532 優　勝 日　本(畑中･稲津) 2,438

準優勝 日　本(田形･山本) 2,526 準優勝 カナダ 2,420

第３位 フィリピン 2,470 第３位 アメリカ 2,392

第４位 カタール 2,465 第４位 スウェーデン 2,373

第５位 イギリス 2,463 第５位 アメリカ 2,354

第６位 ドイツ 2,459 第６位 ドイツ 2,350

第25位 日　本(和田･志野) 2,365 第８位 日　本(満生･稲内) 2,331

《男子シングルス》６Ｇ 《女子シングルス》６Ｇ

《男子２人チーム戦》２×６Ｇ 《女子２人チーム戦》２×６Ｇ

第１２回世界ボウリング選手権大会①
1991.8.22～31

参加59の国と地域　493名(男子286･女子207) ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｳﾙ

第25位 日　本(和田･志野) 2,365 第８位 日　本(満生･稲内) 2,331

第28位 日　本(竪本･大野) 2,358 第75位 日　本(浅井･ 林 ) 2,094

優　勝 アメリカ 3,880 優　勝 カナダ 3,563

準優勝 中華台北 3,701 準優勝 スウェーデン 3,531

第３位 フィンランド 3,689 第３位 スウェーデン 3,495

第４位 中華台北 3,636 第４位 フィリピン 3,493

第５位 ベネズエラ 3,633 第５位 オーストラリア 3,479

第６位 スウェーデン 3,625 第６位 プエルトリコ 3,472

第15位 日　本(田形･山本･竪本) 3,504 第22位 日　本(浅井･稲内･稲津) 3,354

第18位 日　本(和田･志野･大野) 3,483 第38位 日　本(畑中･ 林 ･満生) 3,293

優　勝 中華台北 6,021 優　勝 韓　国 5,850

準優勝 フィリピン 6,011 準優勝 フィンランド 5,784

第３位 オランダ 5,967 第３位 ドイツ 5,731

第４位 スウェーデン 5,979 第４位 オランダ 5,672

第５位 フィンランド 5,943 第５位 アメリカ 5,654

第６位 マレーシア 5,902 第６位 インドネシア 5,650

第８位 日　本 5,878 第14位 日　本 5,553

(田形･山本･竪本･和田･大野) (浅井･満生･稲内･畑中･稲津･林)

《男子３人チーム戦》３×６Ｇ 《女子３人チーム戦》３×６Ｇ

《男子５人チーム戦》５×６Ｇ 《女子５人チーム戦》５×６Ｇ



第１位 Y.C.Ma(中華台北) 5,048 第１位 H.Andersen(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 4,821
第２位 M.J.Koivuniemi(ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ) 4,978 第２位 C.Willis(ｶﾅﾀﾞ) 4,810
第３位 B.S.Suh(韓国) 4,939 第３位 稲　津　久美子(日本･北海道) 4,782
第10位 田　形　研　吾(日本･愛知) 4,852 第40位 浅　井　敦　子(日本･福岡) 4,520
第28位 和　田　幸　正(日本･愛媛) 4,753 第62位 畑　中　知　子(日本･北海道) 4,456
第30位 山　本　　　浩(日本･富山) 4,751 第108位 満　生　由美子(日本･福岡) 4,357
第53位 志　野　好　志(日本･大阪) 4,682 第130位 稲　内　教　子(日本･京都) 4,300
第63位 竪　本　幸　作(日本･広島) 4,657 第132位 林　　　麻由美(日本･宮崎) 4,296
第71位 大　野　裕　和(日本･福岡) 4,638

準優勝
202+203=405

優勝 第３位 優勝
236 167

第３位 準優勝
235+201=436

182 206

第15位 田　形　研　吾(日本･愛知) 2,870(40) 第13位 稲　津　久美子(日本･北海道)2,875(60)

第１２回世界ボウリング選手権大会②
1991.8.22～31

参加46の国と地域　476名(男子280･女子196) ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｳﾙ

《男子オールエベンツ》２４Ｇ 《女子オールエベンツ》２４Ｇ

《男子マスターズ》 《女子マスターズ》
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