石川県ボウリング連盟

７月度 月例競技連絡会 (報

告）

平成２６年７月８日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール
【１】第４０回 全日本実業団産業別選手権大会 結果

６月１３～１５日
京都府 しょうざんボウル・ＭＫボウル上賀茂

３部門１１－ムが出場しました。
◆決勝大会 (３人Ｘ６Ｇ)第４位 入賞
金沢市役所Ｂ(中村和弘・松原真珠・石野一次・吉田伸也）３,９７７ Ave.220.9
◆部門別大会 (３人Ｘ１２Ｇ）
◇Ａ部門 優 勝 金沢市役所Ａ(奥村一世･中倉啓太･清水正広･小髙正男）７,８７２ Ave.218.6
（ 大会新記録 ）

◇Ａ部門 第５位 金沢市役所Ｂ(中村和弘･松原真珠･石野一次･吉田伸也）７,６３３ Ave.212.0
◇Ｂ部門 Ｈ／Ｓ 北國銀行
(中嶋修一･池田ひとみ･魚雅章･永山順一）２,０３９
◇Ｄ部門 Ｈ／Ｇ 津田駒工業Ｂ(堀 豊和･山岸善和･井波 晃）
７５２
上記４チーム「JBCnews」第 512 号写真掲載

◆決勝進出 金沢市役所Ａ・金沢市役所Ｂ・石川県教職員・北陸電力石川Ａ
北國銀行・津田駒工業Ａ・津田駒工業Ｂ
【２】第２３回 県民スポレク祭壮年ボウリング大会
◆加賀会場（全６Ｇ）
◇５０才代 男子
第１位 吉村 守雄(白山市) １,１４５
第２位 福田 雄一(白山市) １,０７８
第３位 太田 一哉(津幡町) １,０５４
◇６０才代 男子
第１位 斉藤 孝雄(白山市) １,２５３
第２位 金子 大三(白山市) １,１７４
第３位 松本 久雄(野々市市)１,１６２
◆能登会場（全６Ｇ）
◇５０才代 混合
第１位 福岡 重典(羽咋市) １,１７６
第２位 酒井 洋一(輪島市) １,１１４
第３位 宮森 一実(七尾市) １,０８７
【３】第５１回 東日本選手権大会 結果
男子４名・女子４名が出場しました。
◇男子ハイゲーム
魚 雅章 ２９０

結果 ６月１５日 クァトロブーム・ジャンボボール
◇５０才代
第１位
第２位
第３位
◇６０才代
第１位
第２位
第３位

女子
野々村恵子(白山市)
９９３
前浜 徳子(金沢市)
９５６
岡
里美(野々市市) ９５０
女子
市川 節子(白山市) １,０９４
山口 逸子(野々市市)１,０８７
野畠富士子(金沢市) １,０８０

◇５０才代
第１位
第２位
第３位

混合
米沢 敏雄(中能登町)１,２１２
野口
覚(羽咋市) １,２０１
西田
実(志賀町) １,１９５

６月２０～２２日

神奈川県 川崎グランドボウル

【４】第４７回 全日本シニア選手権大会 結果 ７月４～６日
福岡県 博多スターレーン・パピオボウル
シニア８名・ハイシニア６名・マスターズシニア２名が出場しました。
◇女子ハイシニア２人チーム戦 第５位 中村邦子・有田登美子 ２,２６４（２人Ｘ６Ｇ）
◇特別表彰
本多 行雄（１５回出場表彰）
◇決定戦進出 中村 邦子・藤本外茂夫
【５】第３５回 北信越国体(兼長崎国体地区予選)について
協議済み。（４種別出場）
【６】第３７回 全日本中学選手権大会について
協議済み。（男子１名出場）

７月１８～２０日

７月２２～２４日

百万石リゾートレーン

京都府 キョーイチボウル宇治

【７】第３８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
男子＝朝山 遥紀・宮村 夏輝・竹中 朋也・里出 昌輝・・・(市立工業）
秋田 泰稔・源 秀丈
・・・(伏見高校）
清水 湧喜
・・・(北陵高校）
田中 秀麿
・・・(小松工業）
女子＝岸
佑香
・・・(錦丘高校）
塚本 詩織・牧野梨沙子・門岡 鈴子
・・・(伏見高校）
【８】第５回 全日本小学生競技大会について
白木 怜大 (金沢大野町小学校６年生）
寺田 聖徳 (金沢富樫小学校４年生）

８月２～３日

【９】第４７回 全日本新人選手権大会県予選について
協議済み。（スタート１９時予定 申込みは当日会場で）

愛知県 稲沢グランドボウル

８月３日

ジャンボボール

【10】第６６回 石川県民体育大会について
協議済み。（主管：中央支部）

８月９～１０日

ジャンボボール

【11】第１４回 北信越地区シニア選手権大会について
協議済み。

８月２３～２４日 ジャンボボール

【12】第３６回 石川県３人チーム選手権大会について
９月７日
ジャンボボール
◇男女別
予選３人×６Ｇ 決勝３人×３Ｇ（決勝進出チーム数は別途発表）
◇褒 賞
男女別３位まで （６位まで及びハイゲーム・ハイシリーズは記録保存）
◇参加費
予選１チーム ９,９００円 (但しジュニアは１名３,０００円)。決勝１チーム４,５００円
◇申込締切 ８月３０日(土）
【大会記録】男子：トータル６,０８３(28 回）ハイゲーム７８３(21 回）
ハイシリーズ２,１０６(28 回）
女子：トータル５,６２５(35 回）ハイゲーム６６３(30.35 回） ハイシリーズ１,８７８(30 回）
【13】日本スポーツマスターズ２０１４埼玉大会について
９月１９～２１日 埼玉県 新狭山グランドボウル
男子＝監督：谷口 一雄
選手：森田 雅章・西村 隆政・蔵野 博久・渡辺 元造
女子＝監督：竹田 源作
選手：三浦 啓子・泉
洋子・有田登美子・中村 邦子
【14】第４７回全日本実業団選手権大会県予選について
実業団部に一任。
【15】各リーグの次回日程
◇ 石川リーグ
◇ 県実業団リーグ
◇ 県シニアリーグ
◇ 県個人リーグ

①
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８月 ３日
７月２０日
７月２７日
７月 ９日
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