
《2人チーム戦》
順位 チーム名 得点 順位 チーム名 得点

1 長崎Ｂ 福満　 亮　 德久　 恵大 2795 1 兵庫 石田　 万音 知名　 光　 2691

2 学連Ａ 高橋　 晃大 川崎　 未来 2692 2 広島Ａ 石本　 美来 細戸　 千聖 2580

3 和歌山Ａ 坂原　 慎平 渡邉　 玲史 2614 3 熊本Ａ 中川　 晶子 今井　 双葉 2554

4 福岡Ｃ 南　　　玲良 熊　　　凌汰 2604 4 京都Ａ 坂本真貴子 森下　 美紀 2462

5 兵庫Ａ 仲植　　誠真 前田　　広海 2582 5 学連Ｂ 立花　 沙貴 安田明香里 2446

6 愛媛Ｂ 大畑　 明律 今井　 学　 2576 6 和歌山Ａ 山本　 菜由 川口　  茉紀 2445

《4人チーム戦》
順位 チーム名 得点 順位 チーム名 得点

吉田　 敦　 大畑　 明律 石本　 美来 細戸　 千聖

今井　 学　 虎尾　 貴之 小川美由希 門田　 裕美

原口　 優馬 福満　 亮　 伊勢川華愛 山本　 栞那

德久　 恵大 山下　 知且 山本　 菜由 川口　 茉紀

井戸　 寛　 難波江康雄 河村　 怜奈 戸塚　 眞由

山本　 智哉 中塩　 貴倫 立花　 沙貴 安田明香里

北谷　 蓮斗 南　　　玲良 小原 ともみ 森永希世子

熊　　　凌汰 岡本 　龍二 中川　 晶子 今井　 双葉

新舎　 拓巳 齋藤　 翔　 竹山　 亜希 小森　 千沙

寺地 　真輝 立花　 和貴 北村　  らな 筈井　 飛鳥

樋口　 幹人 升水　 祐介 友澤　 千怜 西山　 京子

四宮　 佑規 四宮　 和裕 岩城　 歩美 泉宗　 心音

《選手権者決定戦》
順位 連盟名 得点 順位 連盟名 得点

1 福岡 2165 1 熊本 2067

2 学生連合 2158 2 和歌山 1947

3 愛媛 2128 3 広島 1945

4 熊本 2127 4 学生連合 1921

5 和歌山 2126 5 和歌山 1915

6 学生連合 2124 6 大阪 1873

学生連合 300

長崎県 300

H/S 長崎県 801 H/S 兵庫県 762

（H/G・H/Sは2人チーム戦・4人チーム戦の12Gを対象とする）

280H/G
德久　 恵大

新舎　 拓巳 石本恵梨奈

立花　 和貴

德久　 恵大 石田　万音

H/G 和歌山県 伊勢川華愛

虎尾　 貴之 石本　 美来

藤永　 北斗 立花　 沙貴

坂本　 雪跳 川口　 茉紀

選　 手　 名 選　 手　 名

升水　 祐介 今井　 双葉

立花　 和貴 山本　 菜由

4584

5 学連Ｂ 5129 5 滋賀 4627

6 福岡Ａ 5077 6 愛媛

4743

3 広島Ａ 5250 3 学連Ａ 4768

4 福岡Ｂ 5165 4 熊本

4934

2 長崎 5390 2 和歌山 4857

選　 手　 名 選　 手　 名

1 愛媛Ａ 5476 1 広島Ａ

選　 手　 名 選　 手　 名

第57回西日本ボウリング選手権大会
成　 績　 表

2021年6月25日(金)～27日(土)
於：広島県 キャッスルボウル福山

【　男　　子　】 【　女　　子　】


