
石川県ボウリング連盟 

４月度 月例競技連絡会 (報 告） 
                平成２６年４月８日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール 

【１】第５２回 全日本選手権大会 結果  ３月１３～１６日 愛知県 稲沢グランドボウル 

男子６名・女子６名が参加しました。 

 

【２】平成２５年度 シニアリーグ 結果  （４月～３月 第１２節） 

  （順位） （氏 名） （ﾎﾟｲﾝﾄ)(ｹﾞｰﾑ数)(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾄｰﾀﾙ)(ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ･ｽｸﾗｯﾁ)(ﾊｲｹﾞｰﾑ)(ﾊｲｼﾘｰｽﾞ)(ﾊﾝﾃﾞｨ） 

  第１位  東  秀雄  500   72    15,727   211.5     280  771    0 

  第２位  西川外志雄  400   72    15,314   207.1     268  703    0 

  第３位  西村 隆政  440   72    14,484   195.1     248  675    0 

  第４位  高野由紀子  425   72    14,448   178.8     259  739    16 

  第５位  的場 順一  405   66    14,429   198.8     260  704    0 

  第６位  中川 外治  400   66    14,394   195.4     268  750    3 

  第７位  堂前 秀雄  425   66    14,365   197.6     277  699    0 

  第８位  出口 洋征  425   72    14,333   193.2     254  662    0 

  第９位  川畑 照雄  360   60    14,222   201.0     249  695    0 

  第 10位  前田 良一  290   54    14,192   207.4     288  720    0 

  Ｈ／Ｇ  男子=288 前田 良一  女子=259 高野由紀子 

  Ｈ／Ｓ  男子=771 東 秀雄   女子=739 高野由紀子 

  皆出席  東  秀雄・西川外志雄・西村 隆政・高野由紀子・出口 洋征・倉田 静雄 

       前坂 克之・安藤 和広・山口 逸子・大岩  茂・杉本 芳晴 

 

【３】平成２５年度(第３９回)石川県選手権者決定戦 結果    ３月２３日 百万石リゾートレーン 

 （各種別優勝者 北國新聞写真掲載） 

 ◇男 子 優 勝 山口 智志(  漣  ) ※初優勝 第５位 魚  雅章( 北國銀行 ） 

      第２位 川﨑 拓也( 秀 峰 ）     第６位 岡水 博志( 秀 峰 ） 

      第３位 杉本 武史( 能登支部 ）     ﾊｲｹﾞｰﾑ 羽場 真生( ハンター ) 278 

      第４位 山本 芳和(エンゼルス）     ﾊｲｼﾘｰｽﾞ 杉本 武史( 能登支部 ) 714 

 ◇女 子 優 勝 大丸谷智子( 白  鳳 ）     第 5位  池田ひとみ( 北國銀行 ） 

      第２位 大工千加子( 能登支部 ）     第６位  中村 邦子( ハンター ） 

      第３位 片岡 一世(金沢市役所）     ﾊｲｹﾞｰﾑ 片岡 一世(金沢市役所) 232 

      第４位 泉  洋子( 銀 河 ）     ﾊｲｼﾘｰｽﾞ 片岡 一世(金沢市役所) 650 

 ◇シニア 優 勝 橘  靖人( ビック ）     第５位  太田  一哉(金沢ホープ） 

      第２位 泉   真也(  漣  ）     第６位 津田 吉哲( ビック ） 

      第３位  的場 順一(津田駒工業）     ﾊｲｹﾞｰﾑ 泉   真也(  漣  ) 269 

      第４位 槻   伸一(ダックルズ）     ﾊｲｼﾘｰｽﾞ 泉   真也(  漣  ) 668 

 

【４】平成２５年度 石川ボウリングリーグ 結果  （８月～３月 全８週） 

  第１位 ハンター    73.0（61,386）      第８位 ピッグ     44.0 (58,485） 

※初優勝(北國新聞写真掲載）          第９位 白 鳳       44.0 (58,259） 

  第２位 秀 峰        70.0（60,925）      第 10位 栄 光       40.5 (56,717） 

  第３位 金沢Ｊクラブ  60.0（60,411）      第 11位 Ｄｏｇｌｅｓ   38.0 (57,820） 

  第４位 Ｚｅｓｔ      60.0（60,332）      第 12位 Ａｃｔ・Ｏｎｅ 37.0 (56,428） 

  第５位 銀 河        54.0（58,298）      第 13位 Ａｎｇｅｌｓ   34.0 (56,190） 

  第６位 金沢ホープ    53.5（59,203）      第 14位 漣            32.0 (56,339） 

  第７位 グランシャリオ 53.5（58,803）      第 15位 イーグル       26.5 (55.387） 

 

【５】第４０回 全日本実業団産業別選手権大会県予選会について  ４月１３日 百万石リゾートレーン

協議済みです。（実業団部に一任） 

 

【６】第４０回 石川県２人チーム選手権大会について            ４月２７日 百万石リゾートレーン 

協議済みです。（申込締切り４月１９日）注意 午前９：００スタート 

 



【７】第４８回 全日本選抜選手権大会について   ５月９～１１日 千葉県 ＪＦＥ千葉リバーレーン 

選考中です。 

 

【８】第３１回 北信越都市対抗選手権大会について ５月１０～１１日 富山県 地鉄ゴールデンボウル 

協議済みです｡ (能登支部３、中央６、コロナ２、加南３ 計１４) 

 

【９】ゆ一りんビック２０１４について             ５月１７～１８日 ジャンボボール 

    協議済みです。（申込締切り４月１４日） 

 

【10】第３５回 北信越国体県予選会について 

協議済みです。（ジュニア＝４/１２、４/２６、５/１０、５/２４ 成年＝５/２５、６/１） 

 

【11】第２７回 オールジャパンレディストーナメントについて   

６月１４～１６日 静岡県 浜松毎日ボウル 

参加希望者は県連事務局へ申し出て下さい。 

※浜名湖花博、ご当地グルメツアー、オリジナルユニフォーム着用とベストドレッサー賞 

（JBCnews505号 8頁に掲載) 

 

【12】第４０回 全日本実業団産業別選手権大会について  

６月１３～１５日 京都府 しょうざんボウル・ 京都ＭＫ上賀茂 

    ４月１３日の県予選会の結果により派遣チームを決定します。 

 

【13】第２３回 石川県スポレク祭について       ６月１５日 クァトロブーム・ジャンボボール 

    内容等は例年の通りです。委嘱された役員の方は協力をお願いします。 

 

【14】第５１回 東日本選手権大会について   ６月２０～２２日 神奈川県 川崎グランドボウル 

    個人リーグ・派遣基準により決定します。 

    但し､女子に限り個人リーグで出場枠が満たない場合､平成２５年度選手権者決定戦の上位より 

希望者を募ります。 

 

【15】各リーグの次回日程 

 ◇ 石川リーグ     ① ８月 ３日 ジャンボボール  ② ９月１４日 リゾートレーン 

 ◇ 県実業団リーグ   ① ５月１８日 リゾートレーン  ② ６月 ８日 ジャンボボール 

 ◇ 県シニアリーグ   ① ４月２０日 ジャンボボール  ② ５月 ４日 リゾートレーン 

 ◇ 県個人リーグ    ① ４月 ８日 ジャンボボール  ② ４月２２日 リゾートレーン 

 

【16】その他 

  ① 第１７回高校選手権(春高ボウリング)石川大会が､３月２１～２３日ジャンボボールで実施 

されました。成績その他､棒田理事又は今川専門委員長(伏見高)にお尋ね下さい。 

  ② 平成２６年度 石川県選手権者決定戦 参加資格のついて 

     ※県２人チーム選手権、県３人チーム選手権、県４人チーム選手権の３選手権大会出場者に 

      参加権を与える。 

     ※日韓スポーツ交流事業・成人交換交流の参加者は、県２人チーム選手権に出場したものと 

みなします。 

 


