
5 10 21

15 9 31

第１位 石川県 15 8 9 32

第３位 富山県 13 2 5 20

第２位 富山県 7第２位 福井県 7 5 10 22

第３位 福井県 6

第１位 石川県 8 21 13 42

順位 県名 ２人チーム戦

【男子団体総合】 【女子団体総合】

順位 県名 ２人チーム戦 ４人チーム戦 個人総合 得点

ハイシリーズ 石川県 岡水　 博志 796 石川県 平林　 幸子ハイシリーズ 711

４人チーム戦 個人総合 得点

選手氏名 スコア

富山県 中馬　 保宙 300

1,178 1

【男子ハイゲーム・ハイシリーズ】 【女子ハイゲーム・ハイシリーズ】

所属連盟 選手氏名 スコア 所属連盟

ハ イ ゲ ー ム 石川県 奥村　 一世 258
石川県 朝山　 遥紀 300

ハ イ ゲ ー ム

2

第６位 石川県 東 　　秀雄 1,290 1 第６位 富山県 山田 亜希子

第５位 富山県 横山 　吉浩 1,310 2 第５位 石川県 奥村　 一世 1,179

5

第４位 富山県 宮崎　 善一 1,365 3 第４位 富山県 中川 亜津子 1,205 3

第３位 石川県 蔵野　 博久 1,380 5 第３位 富山県 山本　 直美 1,221

10

第２位 石川県 松井　 龍雄 1,422 7 第２位 石川県 中村　 邦子 1,224 7

第１位 福井県 大石橋 一郎 1,439 10 第１位 福井県 辻　　 容子 1,232

【男子個人総合決定戦】　　６ゲームトータル 【女子個人総合決定戦】　　６ゲームトータル

順位 所属連盟 選手氏名 スコア 得点 順位 所属連盟 選手氏名 スコア 得点

第６位 石川Ａ
木村　厚子 渡辺外志子

4,347 1
宇田　博美 高野由紀子

第６位 石川Ｄ
山出　浩之 松井　龍雄

5,021 1
野口　　覚 岡水　博志

第５位 福井Ａ
松原　恭子 中　ヒロ子

4,368 2
田中　詩織 菅原　嬢子

第５位 富山Ｂ
北川　善輝 古本　　彰

5,037 2
湯上谷　正 藪下　俊幸

第４位 福井Ｂ
今村佳代子 沢辺　寛映

4,431 3
高木　則子 辻　　容子

第４位 石川Ｋ
田中　信一 奥村　和彦

5,049 3
羽場　真生 東　　秀雄

富山Ａ
山本　直美 山田亜希子

4,534 5
古岡美保子 常木  育美

第３位 福井Ｆ
漆崎　寛朗 佐藤　公紀

5,059 5
山本　秀和 加藤　佳伸

第２位 石川Ａ
源川　義弘 中川　達也

5,087 7
墨屋　　肇 中道　裕治

第３位

小島　里美 中川亜津子

第２位 石川Ｂ
千木千恵子 中村　邦子

4,589 7
平林　幸子 奥村　一世

4,628 10
能登美紀子 古本由香里

富山Ｂ

福井Ｃ 今村佳代子 沢辺　寛映 2,332 1

【男子４人チーム戦】６Ｇ×４人　２４Ｇトータル 【女子４人チーム戦】６Ｇ×４人 ２４Ｇトータル

中　ヒロ子 2,340 2

第６位 富山Ｋ－１ 中馬　保宙 増山　繁雄 2,634 1 第６位

第５位 富山Ｂ－１ 北川　善輝 古本　　彰 2,635 2 第５位 福井Ａ 松原　恭子

中村　邦子 2,448 5

第４位 石川Ｇ 野口　　覚 松井　龍雄 2,638 33 第４位 福井Ｄ 高木　則子 辻　　容子 2,407

第３位 石川Ｓ 中野　幸一 蔵野　博久 2,650 5 第３位 石川Ｄ 千木千恵子

第１位 富山Ｉ－１ 宮崎　善一 黒川　俊和 2,719 10

第２位 福井Ｌ 山本　秀和 加藤　佳伸 2,656 7 第２位 富山Ａ 山本　直美

10 第１位 石川Ｃ 平林　幸子 奥村　一世 2,549

山田亜希子 2,530 7

平成２７年度北陸三県ボウリング競技大会成績
平成２８年３月５日（土）～６日（日）

会場　富山地鉄ゴールデンボウル

【男子２人チーム戦】６Ｇ×２人　１２Ｇトータル 【女子２人チーム戦】６Ｇ×２人 １２Ｇトータル

順位 チーム名 選手氏名 スコア 得点 順位 チーム名 選手氏名 スコア 得点

得点順位 チーム名 選手氏名 スコア 得点 順位 チーム名 選手氏名 スコア

第１位 石川Ｊ
益田　　彰 魚　　雅章

5,141 10
中野　幸一 蔵野　博久

第１位


