
石川県ボウリング連盟 

６月度 月例競技連絡会 (報 告） 
                      平成２６年６月１０日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール 
 

【１】平成２６年度 石川県ボウリング連盟 総会報告          ５月１８日 ジャンボボール 

 ◇平成２５年度事業及び決算･監査・・承 認 

 ◇平成２６年度事業計画案･予算案・・承 認 

 ◇そ の 他 
 

【２】ゆ－りんビック２０１４ 結果 ５月１７～１８日 ジャンボボール 

＜２人チーム戦＞ 

  第１位 内灘町Ｂ(米田 信男・真館  護) 1,721 第４位 白山市Ａ(市川 節子・市川 信悟）1,624 

  第２位 金沢市Ｄ(川上 秀則・音地 豊子）1,662 第５位 羽咋市 (野口えり子・野口  覚）1,591 

  第３位 加賀市Ａ(西村 隆政・車 富記雄) 1,647 第６位 金沢市Ｂ(清水 一也・前野  茂）1,584 

＜個 人 戦＞ ５９才以下男女混合 

  第１位 行上  克（金沢市）１,１４９ 

＜個 人 戦＞ ６０才以上男子 

  第１位 西村 隆政（加賀市）１,３３７     第４位 清水 一也（金沢市）１,２３３ 

  第２位 寺尾 公男（金沢市）１,３１４     第５位 渡辺 正広（七尾市）１,２３２ 

  第３位 海老口正人（志賀町）１,２５５     第６位 野口  覚（羽咋市）１,２３１ 

＜個 人 戦＞ ６０才以上女子 

  優 勝 小西真知子（内灘町）１,１９１     第４位 渡辺外志子（七尾市）１,１２８ 

  第２位 寺尾 悦子（金沢市）１,１５２     第５位 市川 節子（白山市）１,１２５ 

  第３位 三島 穂子（金沢市）１,１４５     第６位 音地 豊子（金沢市）１,０４５ 

＜最高齢者賞＞ 

男 子 奥  善治(金沢市）８６才       女 子 別所 照子（金沢市）８７才（２回目） 

 

【３】第３５回 北信越国体 石川県予選会 結果         ４月１２日～６月１日（全種別２４Ｇ） 

＜少年男子＞ 第１位 宮村 夏輝 ４,７５８  ＜少年女子＞ 第１位 塚本 詩織 ４,１２７ 

 第２位 朝山 遥紀 ４,６５４         第２位 牧野梨沙子 ３,３１５ 

 第３位 秋田 泰稔 ４,５４３         第３位 西村 彩里 ３,２６４ 

＜成年男子＞ 第１位 前田 知－ ５,１５１  ＜成年女子＞ 第１位 奥村 一世 ４,８５０ 

 第２位 田中 椋也 ５,１２５         第２位 佐野 真紀 ４,８２３ 

 第３位 吉村 守雄 ５,１０８         第３位 平林 幸子 ４,６５１ 

 第４位 川﨑 拓也 ５,０７０         第４位 大丸谷智子 ４,５５３ 

 第５位 森田 雅章 ４,９８１         第５位 小西 寛子 ４,５２９ 

 

【４】第２７回 オールジャパンレディストーナメント 結果 ６月６～８日  静岡県 浜松毎日ボウル 

 ヤング・１名、ミドル・４名、シニア・２名が参加しました。 
 

【５】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・ＭＫボウル上加茂 

 協議済みです。（３部門１１チーム 出場予定） 

 

【６】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 

 協議済みです。 

 

【７】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 

 監 督：魚  雅章（選手兼任） 

 男 子：羽場 真生・杉本 武史・鷹野 雅彦・魚  雅章 

 女 子：小西 寛子・小西真知子・松下  惠・大工千加子 

 



【８】第４７回 全日本シニア選手権大会について ７月４～６日 

福岡県 博多スターレーン・パピオボウル 

  協議済みです。（シニア・８名、ハイシニア・６名、マスターズシニア２名 出場予定） 

 

【９】第３５回 北信越国体(兼長崎国体予選)について    ７月１８～２０日 百万石リゾートレーン 

 ＜成年男子＞監 督：渡辺 正広        ＜成年女子＞監 督：廣岡 唯夫 

       選 手：前田 知一・田中 椋也        選 手：奥村 一世・佐野 真紀 

           吉村 守雄・川﨑 拓也            平林 幸子・大丸谷智子 

 ＜少年男子＞監 督：棒田 郁夫        ＜少年女子＞監 督：今川  徹 

       選 手：宮村 夏輝・朝山 遥紀        選 手：塚本 詩織・牧野梨沙子 

※役員・加南支部審判員の方は､可能な限り協力をお願いします。 

 

【10】第３７回 全日本中学選手権大会について   ７月２２～２４日 京都府 キョーイチボウル宇治 

  男子：寺田 玄徳（高尾台中学校） 

 

【11】第３７回 全日本高校選手権大会について ７月２９～３０日 東京都 品川プリンスホテルＢ／Ｃ 

  高体連で選考中です。 

 

【12】第５回 全日本小学生競技大会について       ８月２～３日 愛知県 稲沢グランドボウル 

  推薦選手があれば､県連事務局まで申し出て下さい。 

 

【13】第４７回 全日本新人選手権大会県予選について           ８月３日 ジャンボボール 

 ◇競 技 男女別個人戦６ゲーム。スタート予定１９時００分。 

 ◇参加費 ３,０００円。   ※申込みは当日会場で受付します。 

 

【14】第６６回 石川県民体育大会について             ８月９～１０日 ジャンボボール 

  中央支部が主管です。関係役員・審判員の協力をお願いします。 

 

【15】第１４回 北信越地区シニア選手権大会について       ８月２３～２４日 ジャンボボール 

  シニアリーグ参加選手から選出します。 

  ※役員・中央支部審判員の方は､可能な限り協力をお願いします。 

 

【16】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 

    ※日程変更 「全８週」から「全６週」に変更し「１週・５対戦」とする。 

① ８月 ３日・ジャンボボール  ➁ ９月１４日・リゾートレーン 

③１０月 ５日・ジャンボボール  ④１２月２８日・リゾートレーン 

⑤ １月１８日・ジャンボボール  ⑥ ２月 １日・リゾートレーン 

 

 ◇ 県実業団リーグ   ③ ７月２０日 ジャンボボール  ④ ８月１７日 リゾートレーン 

 ◇ 県シニアリーグ   ③ ６月２９日 リゾートレーン  ④ ７月２７日 ジャンボボール 

 ◇ 県個人リーグ    ⑤ ６月１０日 ジャンボボール  ⑥ ６月２４日 リゾートレーン 

 

【17】その他 

① 高校総体が６月５～６日ジャンボボールで実施。詳細は棒田常務理事･今川氏(伏見高校)に。 

➁ 第２９回 東海北信越高校選手権大会が８月５～６日ジャンボボールで開催の予定です。 


