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2017年 12月 4日 

世界ボウリング選手権大会男女大会 2017 男子トリオ戦 
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 アメリカ・ラスベガスで開催中の世界ボウリング

選手権大会男女大会 2017、12月 3日に男子トリオ

戦の決勝トーナメントが行われ、日本の安里秀策・

和田翔吾・吉田大祐チームが 3位となり、銅メダ

ルを獲得しました。 

 トリオ戦は 11月 29日・30日に予選の競技を行

い、日本チームは 1位で決勝進出しました。決勝

には 4チームが進み、1ゲームマッチ（3人×1ゲ

ーム）のトーナメント形式で順位を決定しました。 

 日本チームは 3位決定戦（セミファイナル）で 4位通過の中華台北と対戦。序盤、中華台北に連続ス

トライクを決められ、追う立場でゲームが進行しました。一時は 11ピン差まで追い上げましたが、日本

559対中華台北 613で敗れました。3位決定戦敗退の 2チームともに 3位として表彰されるため、日本

チームはこの種目で銅メダルを獲得しました。 

【写真】表彰式の日本チーム（前列左から和田翔吾・安里秀策・吉田大祐） 

【トリオ戦 決勝トーナメント結果】トーナメント（3人×1ゲームマッチ） 

男子 3位決定戦スコア 日本 559（吉田大祐：177 和田翔吾：163 安里秀策：219）VS中華台北 613 

男子 優 勝 中国香港 

   準優勝 中華台北 

   第 3位 日本 

（安里秀策・和田翔吾・吉田大祐）   

第 3位 フィンランド 

女子 優 勝 アメリカ 

   準優勝 ドイツ 

   第 3位 中華台北 

   第 3位 インドネシア 

 

 また、チーム戦（5人制）で日本は男子が 10位、女子が 15位に終わり、予選敗退となりました。こ

こまでのシングルス戦、ダブルス戦、トリオ戦、チーム戦の予選個人スコア合計によるオールエベンツ

（個人総合）の順位により、最終種目となるマスターズ戦への進出者（男女とも上位 24名）が決定。日

本勢では女子で泉宗心音（愛媛）が 22位、男子で宮澤拓哉（群馬）が 10 位、和田翔吾（和歌山）が 19 

位に入り、12月 4日に行われるマスターズ戦に出場します。マスターズ戦は 3ゲームマッチ（2ゲーム

先取制）のトーナメント形式で順位を争います。 
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【チーム戦結果】予選 5人×6ゲーム⇒決勝トーナメント（ベーカー方式・2ゲーム先取制） 

男子 優 勝 アメリカ 

   準優勝 中華台北 

   第 3位 デンマーク 

   第 3位 コロンビア 

女子 優 勝 マレーシア 

   準優勝 シンガポール 

   第 3位 コロンビア 

   第 3位 大韓民国 

   第 10位 日本 6024 

（佐々木智之・宮澤拓哉・吉田大祐 

和田翔吾・安里秀策） 

第 15位 日本 5785 

（泉宗心音・竹川ひかる・石本美来 

 今井双葉・向谷美咲） 

【オールエベンツ結果】24ゲーム（シングルス・ダブルス・トリオ・チーム各種目の予選個人スコア合計） 

男子 優 勝  Wu, Hao-Ming（中華台北）5221 

準優勝 Salonen, Petteri（フィンランド）5151 

第 3位  Johnson, AJ（アメリカ）5134 

女子 優  勝  McEwan, Danielle（アメリカ）5126 

準優勝 Safiyah, Siti（マレーシア）5048 

第 3位 Tsai, Hsin-Yi（中華台北）5017 

第 10位  宮澤拓哉（日本・群馬）5022 

   第 19位  和田翔吾（日本・和歌山）4966 

第 34位  佐々木智之（日本・神奈川）4896 

第 55位  安里秀策（日本・和歌山）4809 

   第 102位 吉田大祐（日本・愛知）4672 

   第 136位 幸喜将太（日本・沖縄）4547 

   第 22位 泉宗心音（日本・愛媛）4871 

   第 54位 今井双葉（日本・熊本）4722 

   第 63位  石本美来（日本・学連）4684 

   第 65位  向谷美咲（日本・千葉）4678 

   第 82位  竹川ひかる（日本・岐阜）4640 

   第 108位  入江菜々美（日本・岐阜）4443 

【日本代表選手】 詳しいプロフィールはこちら http://www.jbc-bowling.or.jp/nationalteam/member/ 

佐々木智之 ささき・ともゆき （神奈川県） 湘南モノレール㈱ 31歳 

宮澤 拓哉 みやざわ・たくや （群馬県） 上武大学 21歳 

吉田 大祐 よしだ・だいすけ （愛知県） 稲沢グランドボウル 26歳 

和田 翔吾 わだ・しょうご （和歌山県） 和歌山県海草振興局建設部 28歳 

安里 秀策 あさと・しゅうさく （和歌山県） 和歌山県ボウリング連盟 26歳 

幸喜 将太 こうき・しょうた （沖縄県） ㈱エナジックインターナショナル 32歳 

向谷 美咲 むこうたに・みさき （千葉県） パナソニック リビング首都圏・関東㈱ 25歳 

竹川ひかる たけかわ・ひかる （岐阜県） (公財)スポーツ安全協会岐阜県支部 26歳 

入江菜々美 いりえ・ななみ （岐阜県） 朝日大学 20歳 

泉宗 心音 いずむね・しおん （愛媛県） 聖カタリナ学園高等学校 18歳 

今井 双葉 いまい・ふたば （熊本県） 熊本学園大学 21歳 

石本 美来 いしもと・みらい （学生連合） 岡山商科大学 20歳 
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【関連リンク】 

大会公式サイト http://2017wc.worldbowling.org/ 

全日本ボウリング協会 www.jbc-bowling.or.jp/ 

【大会概要】 

主催 世界ボウリング連盟（World Bowling） 

日程 2017年 11月 24日～12月 4日 

会場 アメリカ・ラスベガス 

参加選手数 男子 216・女子 179 計 395名 

【日程】※現地時間 

11/29(木)・30(金) トリオ戦予選（男子／女子） 

12/1(土)・2(日)  チーム戦予選（男子／女子） 

12/3(月)  トリオ戦決勝、チーム戦決勝（男子／女子） 

12/4(火)  マスターズ戦（男子／女子） 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 公益財団法人 全日本ボウリング協会 事務局（担当：宮内） 

TEL 03-3452-4501   FAX 03-3452-4504   info@jbc-bowling.or.jp 
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