
期日：2017年10月14日･15日
主管：三重県ボウリング連盟
会場：津グランドボウル（津市）

部門別選手権：クラブ部門（3人*９Ｇ）

順 位 所 属 チーム名 選 手 氏 名 得 点

優　勝 静岡 富士クラブＡ 鈴木 波流 青木 美治 村上 太一 5,695

準優勝 三重 松阪クラブ 中川 政紀 山本 千鶴 小西 幸一 5,496

第３位 愛知 尾西クラブＡ 山之内 愛 谷本 浩一 大月 光浩 5,479

第４位 三重 桑名クラブ 加藤 勇紀 髙木 大輔 堀田 恵子 5,477

第５位 静岡 ヤングランドクラブＡ 蝦名 淑匡 檜垣 智美 小川 智美 5,471

第６位 三重 津クラブ 田中 康平 古市 達也 落合 朋克 5,457

チームＨ／Ｇ 静岡 ヤングランドクラブＡ 蝦名 淑匡 檜垣 智美 小川 智美 726

チームＨ／Ｓ 静岡 富士クラブＡ 鈴木 波流 青木 美治 村上 太一 2,008

個人Ｈ／Ｇ 三重 結クラブ 梅田 久徳 300

個人Ｈ／Ｓ 愛知 サンボウルクラブＤ 山浦 隆太 736

部門別選手権：実業団部門（3人*９Ｇ）

順 位 所 属 チーム名 選 手 氏 名 得 点

優　勝 三重 桑名市役所 庄瀬 智大 串田 綾香 米山 裕紀 5,784

準優勝 三重 本田技研鈴鹿Ａ 岡 宏明 佐々木 秀明 稲垣 勝久 5,449

第３位 愛知 デンソーＡ 緒方 諒 夏目 美和 高野 正美 5,380

第４位 愛知 トヨタ自動車Ｂ 阿部 広知 中野 伸彦 五島 利夫 5,289

第５位 愛知 アイシンＡＷ 冨田 武 井田 健児 穴沢 賢太郎 5,286

第６位 静岡 小糸製作所　Ｂ 大城 夏幾 寺下 真 山内 晴夫 5,176

チームＨ／Ｇ 三重 本田技研鈴鹿Ａ 岡 宏明 佐々木 秀明 稲垣 勝久 738

チームＨ／Ｓ 三重 桑名市役所 庄瀬 智大 串田 綾香 米山 裕紀 2,011

個人Ｈ／Ｇ 愛知 トヨタ自動車Ｂ 五島 利夫 288

個人Ｈ／Ｓ 愛知 アイシンＡＷ 穴沢 賢太郎 737

部門別選手権：学生部門（3人*９Ｇ）

順 位 所 属 チーム名 選 手 氏 名 得 点

優　勝 愛知 清林館高校 山下 琢朗 松尾 優輝 中川 佑斗 5,050

準優勝 中部学生連盟 愛知工業大学 豊田 涼 後藤 佑太 倉橋 昂佑 青山 直樹 4,639

第３位 愛知 愛工大名電高Ａ 本橋 一馬 浮田 直矢 前田 尚輝 4,611

チームＨ／Ｇ 愛知 清林館高校 山下 琢朗 松尾 優輝 中川 佑斗 651

チームＨ／Ｓ 愛知 清林館高校 山下 琢朗 松尾 優輝 中川 佑斗 1,826

個人Ｈ／Ｇ 愛知 清林館高校 松尾 優輝 261

個人Ｈ／Ｓ 中部学生連盟 愛知工業大学 青山 直樹 660

総合選手権（3人*１２Ｇ）

順 位 所 属 チーム名 選 手 氏 名 得 点

優　勝 三重 桑名市役所 庄瀬 智大 串田 綾香 米山 裕紀 7,602

準優勝 静岡 富士クラブＡ 鈴木 波流 青木 美治 村上 太一 7,509

第３位 三重 本田技研鈴鹿Ａ 岡 宏明 佐々木 秀明 稲垣 勝久 7,397

第４位 愛知 サンボウルクラブＡ 白井 康介 西村 沙池子 日比 正裕 7,356

第５位 三重 松阪クラブ 中川 政紀 山本 千鶴 小西 幸一 7,310

第６位 静岡 ヤングランドクラブＡ 蝦名 淑匡 檜垣 智美 小川 智美 7,309

第３４回  東海地区クラブ・実業団・学生３人チームボウリング選手権大会
大　　　　会　　　　成　　　　績


