
第51回関⻄シニアボウリング選⼿権⼤会
期⽇：平成30年8⽉25・26⽇ 会場：神⼾スカイレーン（兵庫県神⼾市）

◆⼥⼦個⼈総合（１２Ｇ）
順 位 選 ⼿ 名 HDCP 所 属 得 点 備 考 ・⼥⼦ハイゲーム

1 優 勝 奥村鈴⼦ (20) 京都府 2,614 278 ⽯本 初⼦（京都）
2 準優勝 川⼝尚美 (0) 和歌⼭県 2,580 278 松村佳美（和歌⼭）
3 第３位 ⼩畠今⽇⼦ (5) 兵庫県 2,553 ・⼥⼦ハイシリーズ
4 第４位 泉 靖⼦ (0) 京都府 2,529 677 市川 真美（京都）
5 第５位 ⻫ノ内真由美 (0) 京都府 2,526
6 第６位 森脇眞理⼦ (5) 京都府 2,508

◆男⼦個⼈総合（１２Ｇ）
順 位 選 ⼿ 名 HDCP 所 属 得 点 備 考 ・男⼦ハイゲーム

1 優 勝 播本雄輔 (15) 京都府 2,958 300 中尾 哲夫（⼤阪）
2 準優勝 堤賢治郎 (5) 奈良県 2,955 300 堤 賢治郎（奈良）
3 第３位 濱⽥常男 (10) ⼤阪府 2,912 300 加地 敏浩（兵庫）
4 第４位 松井正信 (10) ⼤阪府 2,877 ・男⼦ハイシリーズ
5 第５位 並河包恭 (10) 京都府 2,866 757 堤 賢治郎（奈良）
6 第６位 ⿊⽊俊博 (0) 兵庫県 2,861

◆⼥⼦２⼈チーム戦（３Ｇ×２）
順 位 チーム名 選 ⼿ 名 HDCP 選 ⼿ 名 HDCP 得 点 備 考

1 優 勝 京都Ｄ 泉 靖⼦ (0) ⻫ノ内真由美 (0) 1,288
2 準優勝 兵庫Ａ ⼩畠今⽇⼦ (5) 池野康⼦ (15) 1,286
3 第３位 京都Ａ 篠⽥ひろみ (15) 森脇眞理⼦ (5) 1,254 ±48
4 第４位 京都Ｂ ⼤⻄愛⼦ (0) 奥 享⼦ (5) 1,241 ±78
5 第５位 兵庫Ｂ 近藤美実 (15) 久⽶充代 (10) 1,238
6 第６位 京都Ｅ 市川真実 (0) 奥村鈴⼦ (20) 1,235

◆男⼦２⼈チーム戦（３Ｇ×２）
順 位 チーム名 選 ⼿ 名 HDCP 選 ⼿ 名 HDCP 得 点 備 考

1 優 勝 ⼤阪Ｂ 中尾哲夫 (5) 松井正信 (10) 1,455
2 準優勝 兵庫Ｃ ⽊村千加代 (15) ⽵内隆司 (10) 1,398
3 第３位 京都Ａ 市川正明 (5) 播本雄輔 (15) 1,389
4 第４位 和歌⼭Ｆ ⻄⽥⼀善 (10) 鎌⽥幸義 (0) 1,376
5 第５位 ⼤阪Ａ 濱⽥常男 (10) 吉井靖⼆ (0) 1,370
6 第６位 和歌⼭Ａ 和⽥譲治 (0) ⼤浦正美 (5) 1,366



第51回関⻄シニアボウリング選⼿権⼤会
期⽇：平成30年8⽉25・26⽇ 会場：神⼾スカイレーン（兵庫県神⼾市）

◆⼥⼦シングルス戦（６Ｇ）
順 位 選 ⼿ 名 HDCP 所 属 得 点 備 考

1 優 勝 奥村鈴⼦ (20) 京都府 1,348
2 準優勝 泉 靖⼦ (0) 京都府 1,297
3 第３位 北⼭明美 (5) 京都府 1,289
4 第４位 ⻫ノ内真由美 (0) 京都府 1,277
5 第５位 川⼝尚美 (0) 和歌⼭県 1,267
6 第６位 市川真実 (0) 京都府 1,264
7 第７位 篠⽥ひろみ (15) 京都府 1,243

◆男⼦シングルス戦（６Ｇ）
順 位 選 ⼿ 名 HDCP 所 属 得 点 備 考

1 優 勝 堤賢治郎 (5) 奈良県 1,473
2 準優勝 並河包恭 (10) 京都府 1,438
3 第３位 マドレ秀弘 (20) 京都府 1,415
4 第４位 濱⽥常男 (10) ⼤阪府 1,406
5 第５位 江川雅博 (10) 和歌⼭県 1,403
6 第６位 ⻄⽥⼀善 (10) 和歌⼭県 1,387



第51回関⻄シニアボウリング選⼿権⼤会
期⽇：平成30年8⽉25・26⽇ 会場：神⼾スカイレーン（兵庫県神⼾市）

◆個⼈総合決定戦出場選⼿⼀覧
（男⼦） （⼥⼦）
順位 選 ⼿ 名 HDCP 所属 予選(9G) 順位 選 ⼿ 名 HDCP 所属 予選(9G)

1 1 堤賢治郎 (5) 奈良県 2,220 1 1 奥村鈴⼦ (20) 京都府 1,993
2 2 濱⽥常男 (10) ⼤阪府 2,162 2 2 ⻫ノ内真由美 (0) 京都府 1,936
3 3 マドレ秀弘 (20) 京都府 2,132 3 3 (0) 京都府 1,926
4 4 並河包恭 (10) 京都府 2,121 4 4 ⼩畠今⽇⼦ (5) 兵庫県 1,909
5 5 松井正信 (10) ⼤阪府 2,115 5 5 川⼝尚美 (0) 和歌⼭県 1,865
6 6 ⿊⽊俊博 (0) 兵庫県 2,108 6 6 景⼭多美⼦ (0) 奈良県 1,861
7 7 播本雄輔 (15) 京都府 2,096 7 7 横⼭伸⼦ (0) ⼤阪府 1,855
8 8 福家英樹 (0) 京都府 2,072 8 8 市川真実 (0) 京都府 1,854
9 9 ⻄⽥⼀善 (10) 和歌⼭県 2,069 9 9 ⽯本初⼦ (15) 京都府 1,851

10 10 江川雅博 (10) 和歌⼭県 2,062 10 10 村⽥優⼦ (0) 京都府 1,845
11 11 和⽥譲治 (0) 和歌⼭県 2,051 11 11 篠⽥ひろみ (15) 京都府 1,842
12 12 尾辻利章 (5) ⼤阪府 2,042 12 12 森脇眞理⼦ (5) 京都府 1,820
13 13 ⼭本恭司 (10) ⼤阪府 2,024 13 次１ 北⼭明美 (5) 京都府 1,816
14 14 ⼾⽥征宏 (15) 兵庫県 2,021 14 次２ 久⽶充代 (10) 兵庫県 1,801
15 15 中尾哲夫 (5) ⼤阪府 2,020
16 16 ⼭中俊明 (20) 奈良県 1,993
17 17 市川正明 (5) 京都府 1,991
18 18 ⽥中寿志 (15) 京都府 1,963 ±93
19 次１ 福⼭博明 (5) 兵庫県 1,963 ±147
20 次２ ⽯⽥鎭雄 (10) 和歌⼭県 1,962

泉 靖⼦


