
期日：令和４年11月26日（土）～27日（日）
会場：エナジックボウルサザン

《2人、3人、6人チーム戦》
種　目 3人チーム戦 6人チーム戦
時　間 11/26（土）16:40～18：40 11/27（日）8:30～11:00

レーン№ チーム名 チーム名

5 沖縄市Ａ うるま市Ａ

6 名護市Ａ 島尻郡Ａ 糸満市Ａ

7 国頭郡Ａ 沖縄市Ａ

8 浦添市Ａ 宮古島市Ａ 宜野湾市Ａ

9 那覇市Ａ 宮古島市Ａ

10 糸満市Ａ うるま市Ｂ 八重山郡Ａ

11 沖縄市Ｃ 島尻郡Ａ

12 南城市Ａ 中頭郡Ａ 豊見城市Ａ

13 八重山郡Ａ 浦添市Ａ

14 うるま市Ａ 名護市Ｂ 国頭郡Ａ

15 糸満市Ｂ 名護市Ａ

16 浦添市Ｂ 沖縄市Ｂ 宮古島市Ｂ

17 島尻郡Ｂ 南城市Ａ

18 那覇市Ｂ 豊見城市Ｂ うるま市Ｂ

19 宜野湾市Ｂ 那覇市Ａ

20 中頭郡Ｂ 宮古島市Ｃ 沖縄市Ｂ

21 南城市Ｂ 宜野湾市Ｂ

22 名護市Ｃ 国頭郡Ｂ 中頭郡Ａ

23 うるま市Ｃ 名護市Ｂ

24 豊見城市Ｃ 那覇市Ｃ 糸満市Ｂ

25 八重山郡Ｂ 豊見城市Ｂ

26 中頭郡Ｃ 宜野湾市Ａ 南城市Ｂ

27 宮古島市Ｂ 八重山郡Ｂ

28 島尻郡Ｃ 糸満市Ｃ 国頭郡Ｂ

29 豊見城市Ａ 中頭郡Ｂ

30 宜野湾市Ｃ 南城市Ｃ 浦添市Ｂ

31 国頭郡Ｃ 島尻郡Ｂ

32 八重山郡Ｃ 浦添市Ｃ 那覇市Ｂ

南城市

島尻郡

那覇市

糸満市

うるま市

浦添市

第74回沖縄県民体育大会ボウリング競技会
シ フ ト 表

2人チーム戦
11/26（土）14:30～16：30

チーム名

宜野湾市

中頭郡

名護市

八重山郡

宮古島市

沖縄市

豊見城市

国頭郡



期日：令和４年11月26日（土）

《２人チーム戦》

H/C H/C H/C H/C

5 沖縄Ａ 野村　幸助  大城　安史  

6 名護Ａ 宮城　大喜  大城　浩明 5 島尻Ａ 仲宗根雅恵 10 仲宗根宏樹  

7 国頭Ａ 友寄　清政  島袋　邦隆  

8 浦添Ａ 太　　琳華 10 西島本有生  宮古島Ａ 砂川　典子 20 井　　一之 5

9 那覇Ａ 比嘉　巧真  中里　隆和  

10 糸満Ａ 濱元　盛市 10 具志　良二 10 うるまＢ 登川　雄一  古堅　葉月 10

11 沖縄Ｃ 照井　春美 10 與儀　　楓 10

12 南城Ａ 中本　好一  島袋　喬也  中頭Ａ 小橋川　晃 10 島袋　　駿  

13 八重山Ａ 仲里　豊希  玉城　　旭  

14 うるまＡ 永吉　盛洋  古堅　浩史  名護Ｂ 玉城　研二  玉城　勝吉  

15 糸満Ｂ 大城　良太  仲宗根正典  

16 浦添Ｂ 新垣　建斗  太田　裕也  沖縄Ｂ 安里　光功  豊里　　司  

17 島尻Ｂ 大城　一彦  宮城　　学  

18 那覇Ｂ 大城　美幸 10 上地　正規 5 豊見城Ｂ 上原　　道  喜屋武　誠  

19 宜野湾Ｂ 我如古泰之  城間　幸春  

20 中頭Ｂ 大山　　剛  稲福心衣奈 10 宮古島Ｃ 塩川　貴也  玉元　昌和  

21 南城Ｂ 富里　徳正 5 城間　　巌 10

22 名護Ｃ 宮平　詩音 10 金城　功二  国頭Ｂ 具志堅　将  仲間　正明 10

23 うるまＣ 喜瀬　勇人  知念　英夢  

24 豊見城Ｃ 新里　哲也  幸本　　尚 5 那覇Ｃ 中里　　隆  善国　道太 5

25 八重山Ｂ 仲持　　祥  高田　哲也 10

26 中頭Ｃ 儀間　大地  比嘉　成恭  宜野湾Ａ 稲嶺　秀汰  仲間　保人  

27 宮古島Ｂ 譜久村文博  黒島　博文 5

28 島尻Ｃ 比嘉　恭平  宮城　栄一 10 糸満Ｃ 新垣　秀和  比嘉　拓美  

29 豊見城Ａ 玉城　孝志 10 肥後　達司 15

30 宜野湾Ｃ 徳満　啓太  下地　克明 5 南城Ｃ 棚原　盛吉 20 上原　忠夫 10

31 国頭Ｃ 比嘉　有史  安谷屋綱大  

32 八重山Ｃ 平良　義弘  前田盛　敦 10 浦添Ｃ 伊波　信弘 10 嘉陽田朝秀 5

選　　手　　名

第74回沖縄県民体育大会ボウリング競技会
シフト表

市郡名

レーン
№ 選　　手　　名

市郡名

第１投球者 第２投球者

11/26（土）14:30～16：30



期日：令和４年11月26日（土）

《３人チーム戦》

H/C H/C H/C

5 うるまＡ 永吉　盛洋  喜瀬　勇人  古堅　浩史  

6 糸満Ａ 大城　良太  新垣　秀和  比嘉　拓美  

7 沖縄Ａ 野村　幸助  大城　安史  豊里　　司  

8 宜野湾Ａ 稲嶺　秀汰  仲間　保人  城間　幸春  

9 宮古島Ａ 黒島　博文 5 砂川　典子 20 井　　一之 5

10 八重山Ａ 仲里　豊希  玉城　　旭  前田盛　敦 10

11 島尻Ａ 大城　一彦  宮城　　学  宮城　栄一 10

12 豊見城Ａ 玉城　孝志 10 上原　　道  肥後　達司 15

13 浦添Ａ 新垣　建斗  西島本有生  太田　裕也  

14 国頭Ａ 比嘉　有史  友寄　清政  島袋　邦隆  

15 名護Ａ 宮城　大喜  金城　功二  大城　浩明 5

16 宮古島Ｂ 玉元　昌和  塩川　貴也  譜久村文博  

17 南城Ａ 中本　好一  島袋　喬也  富里　徳正 5

18 うるまＢ 登川　雄一  古堅　葉月 10 知念　英夢  

19 那覇Ａ 大城　美幸 10 比嘉　巧真  中里　隆和  

20 沖縄Ｂ 安里　光功  與儀　　楓 10 照井　春美 10

21 宜野湾Ｂ 徳満　啓太  又吉　康晃 20 下地　克明 5

22 中頭Ａ 小橋川　晃 10 島袋　　駿  大山　　剛  

23 名護Ｂ 宮平　詩音 10 玉城　研二  玉城　勝吉  

24 糸満Ｂ 濱元　盛市 10 具志　良二 10 仲宗根正典  

25 豊見城Ｂ 幸本　　尚 5 新里　哲也  喜屋武　誠  

26 南城Ｂ 城間　　巌 10 棚原　盛吉 20 上原　忠夫 10

27 八重山Ｂ 平良　義弘  高田　哲也 10 仲持　　祥  

28 国頭Ｂ 安谷屋綱大  具志堅　将  仲間　正明 10

29 中頭Ｂ 儀間　大地  比嘉　成恭  稲福心衣奈 10

30 浦添Ｂ 太　　琳華 10 伊波　信弘 10 嘉陽田朝秀 5

31 島尻Ｂ 比嘉　恭平  仲宗根雅恵 10 仲宗根宏樹  

32 那覇Ｂ 善国　道太 5 中里　　隆  上地　正規 5

第7４回沖縄県民体育大会ボウリング競技会
シフト表

市郡名レーン№
選　　手　　名

11/26（土）16:40～18：40



期日：令和４年11月27日（日）

《６人チーム戦》

H/C H/C H/C

5 稲嶺　秀汰  仲間　保人  城間　幸春  

6 徳満　啓太  又吉　康晃 20 下地　克明 5

7 中本　好一  島袋　喬也  富里　徳正 5

8 城間　　巌 10 棚原　盛吉 20 上原　忠夫 10

9 大城　一彦  比嘉　恭平  宮城　栄一 10

10 宮城　　学  仲宗根雅恵 10 仲宗根宏樹  

11 大城　美幸 10 比嘉　巧真  中里　隆和  

12 善国　道太 5 中里　　隆  上地　正規 5

13 大城　良太  新垣　秀和  比嘉　拓美  

14 濱元　盛市 10 具志　良二 10 仲宗根正典  

15 永吉　盛洋  喜瀬　勇人  古堅　浩史  

16 登川　雄一  古堅　葉月 10 知念　英夢  

17 西島本有生  太　　琳華 10 嘉陽田朝秀 5

18 新垣　建斗  伊波　信弘 10 太田　裕也  

19 宮城　大喜  金城　功二  大城　浩明 5

20 宮平　詩音 10 玉城　研二  玉城　勝吉  

21 仲里　豊希  玉城　　旭  前田盛　敦 10

22 平良　義弘  高田　哲也 10 仲持　　祥  

23 砂川　典子 20 玉元　昌和  井　　一之 5

24 譜久村文博  塩川　貴也  黒島　博文 5

25 照井　春美 10 安里　光功  大城　安史  

26 豊里　　司  野村　幸助  與儀　　楓 10

27 玉城　孝志 10 上原　　道  肥後　達司 15

28 幸本　　尚 5 新里　哲也  喜屋武　誠  

29 安谷屋綱大  具志堅　将  仲間　正明 10

30 比嘉　有史  友寄　清政  島袋　邦隆  

31 大山　　剛  儀間　大地  比嘉　成恭  

32 稲福心衣奈 10 島袋　　駿  小橋川　晃 10

島尻郡

那覇市

糸満市

中頭郡

宮古島市

沖縄市

豊見城市

国頭郡

うるま市

浦添市

名護市

八重山郡

第74回沖縄県民体育大会ボウリング競技会
シフト表

11/27（日） 8:30～11:00

市郡名

レーン
№

南城市

宜野湾市

選　　手　　名



第７４回県民体育大会シフト抽選結果

那覇市 糸満市 豊見城市 南城市 浦添市 宜野湾市 沖縄市

5 6 10 9 4 14 1

うるま市 名護市 宮古島市 島尻郡 中頭郡 国頭郡 八重山郡

7 2 12 11 13 3 8


