
中国香港・South China Athletic Association

優　勝 TIMMY TAN(ﾏﾚｰｼｱ) 1,372 優　勝 JUNG DA WUN(大韓民国) 1,362
準優勝 ANNOP ARROMSARANON(ﾀｲ) 1,370 準優勝 BAEK SEUNG JA(大韓民国) 1,301
第３位 MICHAEL MAK(中国香港) 1,346 第３位 WANG YA-TING(中華台北) 1,298
第５位 新　畑　雄　飛(日本･東京) 1,317 第４位 今　井　双　葉(日本･熊本) 1,282
第14位 和　田　翔　吾(日本･和歌山) 1,270 第８位 向　谷　美　咲(日本･千葉) 1,229
第26位 安　里　秀　策(日本･愛知) 1,228 第10位 泉　宗　心　音(日本･愛媛) 1,216
第38位 宮　澤　拓　哉(日本･群馬) 1,203 第13位 竹　川　ひかる(日本･岐阜) 1,199
第40位 伊　吹　太　陽(日本･滋賀) 1,201 第20位 石　本　美　来(日本･学連) 1,180
第44位 佐々木　智　之(日本･神奈川) 1,190 第26位 野　島　はるな(日本･静岡) 1,162

優　勝 中　国　香　港 2,708 優　勝 マ レ ー シ ア 2,637
準優勝 マ レ ー シ ア 2,676 準優勝 大　韓　民　国 2,575
第３位 マ レ ー シ ア 2,660 第３位 大　韓　民　国 2,520
第11位 日　本(佐々木･宮澤) 2,517 第12位 日　本(向谷･石本) 2,398
第17位 日　本(新畑･安里) 2,464 第17位 日　本(泉宗･竹川) 2,310
第21位 日　本(伊吹･和田) 2,435 第23位 日　本(今井･野島) 2,217

優　勝 中　国　香　港 3,931 優　勝 日　本(石本･泉宗･野島) 3,787
準優勝 タ　イ 3,900 準優勝 大　韓　民　国 3,743
第３位 大　韓　民　国 3,876 第３位 マ レ ー シ ア 3,731
第６位 日　本(伊吹･和田･安里) 3,767 第５位 日　本(今井･竹川･向谷) 3,603
第８位 日　本(佐々木･新畑･宮澤) 3,710

優　勝 日　本 6,634 優　勝 大　韓　民　国 6,409
(佐々木･新畑･宮澤･和田･安里) 準優勝 マ レ ー シ ア 6,366

準優勝 オーストラリア 6,329 第３位 シ ン ガ ポ ー ル 6,108
第３位 マ レ ー シ ア 6,275 第４位 日　本 5,958

(石本･野島･今井･泉宗･竹川･向谷)

第１位 MICHAEL MAK(中国香港) 5,378 第１位 JUNG DA WUN(大韓民国) 5,323
第２位 新　畑　雄　飛(日本･東京) 5,301 第２位 BAEK SEUNG JA(大韓民国) 5,193
第３位 WU SIU HONG(中国香港) 5,285 第３位 ESTHER CHEAH(ﾏﾚｰｼｱ) 5,011
第９位 和　田　翔　吾(日本･和歌山) 5,126 第４位 石　本　美　来(日本･学連) 5,010
第14位 佐々木　智　之(日本･神奈川) 5,038 第17位 竹　川　ひかる(日本･岐阜) 4,833
第21位 宮　澤　拓　哉(日本･群馬) 4,976 第19位 野　島　はるな(日本･静岡) 4,822
第30位 安　里　秀　策(日本･愛知) 4,890 第21位 向　谷　美　咲(日本･千葉) 4,767
第59位 伊　吹　太　陽(日本･滋賀) 4,689 第31位 泉　宗　心　音(日本･愛媛) 4,667

第35位 今　井　双　葉(日本･熊本) 4,623

準優勝 準優勝

159+203=362 170+194=364

優勝 優勝

203 224

第３位 第３位

197+214=411 213+227=440

198 177

第５位 佐々木　智　之(日本･神奈川) 3,555(70) 第12位 石　本　美　来(日本･学連) 3,293(50)
第10位 新　畑　雄　飛(日本･東京) 3,432(80)

《男子マスターズ》 《女子マスターズ》

《男子オールエベンツ》２４Ｇ 《女子オールエベンツ》２４Ｇ

《男子ダブルス戦》２×６Ｇ　ﾛﾝｸﾞｵｲﾙ 《女子ダブルス戦》２×６Ｇ　ﾛﾝｸﾞｵｲﾙ

《男子トリオ戦》３×６Ｇ 《女子トリオ戦》３×６Ｇ

《男子５人チーム戦》５×６Ｇ 《女子５人チーム戦》５×６Ｇ

第24回アジアボウリング選手権大会
2016.9.18-28

参加24の国と地域　200名(男子135･女子65)

《男子シングルス戦》６Ｇ　ﾐﾃﾞｨｱﾑｵｲﾙ 《女子シングルス戦》６Ｇ　ﾐﾃﾞｨｱﾑｵｲﾙ
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