
石川県ボウリング連盟 

２月度 月例競技連絡会 (報 告） 
平成２７年２月１０日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

【１】第４３回 全日本クラブ対抗選手権大会 結果 １月２３～２５日 東京 東大和グランドボウル 
１５名が参加しました。 

 

【２】平成２６年度 石川県実業団リーグ 結果 （５月～１月 全７節） 
《今年度より１・２部制廃止》 ※金沢市役所４連勝：１から３位北國新聞写真掲載 

第 １ 位 金沢市役所Ａ    ７５.０（３６,２９１）  第１６位 大同エ業ＯＢ    ４３.０（３２,０６４） 

第 ２ 位 北國銀行Ａ     ７１.０（３４,３３３）  第１７位 石川県庁Ａ     ４１.５（３１,６９４） 

第 ３ 位 津田駒工業Ａ    ７０.０（３４,２８３）  第１８位 直人運輸      ３４.０（２９,３８２） 

第 ４ 位 北陸電力石川Ａ   ６６.０（３４,５６５）  第１９位 小松ウォール工業  ３２.０（２８,８１６） 

第 ５ 位 コマツ粟津Ｂ    ６６.０（３３,２０６）  第２０位 北國銀行Ｂ     ３０.０（２８,６１６） 

第 ６ 位 環境開発      ６４.０（３３,４２２）  第２１位 澁谷工業Ｂ     ２８.０（２３,９８１） 

第 ７ 位 トランテックスＡ  ６１.０（３３,５５７）  第２２位 北陸電力石川Ｃ   ２６.５（１６,８３３） 

第 ８ 位 金沢市役所Ｂ    ６０.５（３４,７５２）  第２３位 金沢市役所Ｃ    ２６.０（２９,４１８） 

第 ９ 位 久世ベローズ工業所 ５９.０（３３,０６８）  第２４位 津田駒工業Ｂ    ２６.０（２０,６１２） 

第１０位 津田駒工業Ｃ    ５８.０（３３,１８３）  第２５位 石川県庁Ｂ     ２４.０（２７,２３３） 

第１１位 澁谷工業Ａ     ５７.０（３２,８２３）  第２６位 トランテックスＢ  ２２.０（２６,１６０） 

第１２位 トナミ運輸金沢   ５６.０（３２,２７９）  第２７位 陸上自衛隊金沢   １５.０（２１,６６８） 

第１３位 石川県教職員Ａ   ５３.５（３２,９２５）  第２８位 コマツ粟津Ｃ    １４.０（１６,５１９） 

第１４位 北陸電力石川Ｂ   ５３.０（３２,６３０）  第２９位 石川県教職員Ｂ   １３.０（１０,４２３） 

第１５位 コマツ粟津Ａ    ５１.０（３３,１３０） 

Ｈ／Ｇ  金沢市役所Ｂ    ７７７          Ｈ／Ｓ  金沢市役所Ｂ    １,４８９ 

 

【３】平成２６年度 石川ボウリングリーグ 結果 （８月～２月 全６週） 
※ハンター２年連続２回目：北國新聞写真掲載 

第１位  ハンター      ６９.０（６１,０５６）  第 ９ 位 白 鳳       ４３.０（５９,３８０） 

第２位  金沢ホープ     ６６.０（６２,８４０）  第１０位   漣       ４３.０（５８,５５８） 

第３位  金沢Ｊクラブ    ６３.０（６１,４１０）  第１１位 グランシャリオ   ４０.０（５９,０２０） 

第４位  秀 峰       ６２.０（６１,２７８）  第１２位 栄 光       ３５.０（５７,５５３） 

第５位  ビッグクラブ    ５４.０（６０,１８２）  第１３位 Ａｅｎｊｌｓ    ３３.０（５７,３５５） 

第６位  ＺＥＳＴ      ５４.０（６０,１６２）  第１４位 ダッグルズ     ３２.０（５７,４４５） 

第７位  銀 河       ５０.０（５８,６２８）  第１５位 ＡＣＴ ＯＮＥ   ２９.０（５６,８８９） 

第８位  イーグルス     ４７.０（５８,６２３） 
 

【４】第３２回 全日本実業団都市対抗選手権大会 結果 ２月６～８日 神奈川 川崎グランドボウル 
金沢市から９チームが参加しました。           ※津田駒工業・金沢市役所：北國新聞写真掲載 

◇第２位 津田駒工業   （大原 啓三・堀  豊和・野村  潤・的場 順一）   ２,６３８ 

◇第４位 金沢市役所Ａ  （奥村 一世・松原 真珠・中倉 啓太・清水 正弘）   ２,５８６ 

◇第７位 北陸電力石川Ａ （渡辺 元造・渡邊 絢乃・安田 昌樹・田中 椋也）   ２,５４５ 

上記３チームの他 北陸電力石川Ｂが決勝進出しました。 

 

【５】第３０回 全日本年齢別選手権大会について     ２月１３～１５日 大阪 イーグルボウル 
協議済み（２０才代男子１、３０才代男子１、４０才第女子１、５０才代男子２、６０才以上男子２） 

 

【６】第４０回 石川県実業団選手権大会について        ２月１５日 百万石リゾートレーン 
協議済み。（実業団部に一任） 

 

【７】平成２６年度 北陸三県競技大会について     ２月２８～３月１日 百万石リゾートレーン 
選考中。 

 

【８】第４０回石川県選手権者決定戦について ３月８日 ジャンボボール 
協議済み。 ※ 受付 当日可。 

 



【９】第５３回 全日本選手権大会について       ３月１２～１５日 愛知 稲沢グランドボウル 
監 督：渡辺 元造（選手兼任） 

男 子：２人戦 Ａ 渡辺 元造・魚  雅章  

Ｂ 山口 智志・森田 雅章  

Ｃ 鷹野 雅彦・飴谷  暢 

３人戦 Ａ 渡辺 元造・森田 雅章・魚  雅章  

Ｂ 山口 智志・飴谷  暢・鷹野 雅彦 

６人戦   山口 智志・渡辺 元造・飴谷  暢・森田 雅章・鷹野 雅彦・魚  雅章 

女 子：２人戦 Ａ 三浦 啓子・奥村 一世 

Ｂ 塚本絵里子・中村邦子 

Ｃ 岡  里美・池田ひとみ 

３人戦 Ａ 三浦 啓子・塚本絵里子・奥村 一世 

Ｂ 池田ひとみ・岡  里美・中村 邦子 

６人戦   池田ひとみ・三浦 啓子・岡  里美・塚本絵里子・中村 邦子・奥村 一世 

 

【10】日本スポーツマスターズ２０１５石川大会 記念事業 

第４１回 石川県２人チーム選手権大会について           ４月５日 ジャンボボール 
◇男女別  予選２×６Ｇ 決勝２×３Ｇ（決勝進出チーム数は別途発表） 

◇褒 賞  男女別１位～３位（４～６位 Ｈ／Ｇ・Ｈ／Ｓは記録保存） 

◇参加費  予選１チーム ６,６００円（ジュニア１名 ３,０００円） 

決勝１チーム ３,０００円。 

◇申込み  ３月２８日（土）締切り。 

◇大会記録 男子：トータル  ４,１６０（３４回） 

ハイゲーム   ５５６（３９回）   ハイシリーズ ４８３（３２回） 

女子：トータル  ３,７７８（３８回） 

ハイゲーム   ４８５（２６、３８回）ハイシリーズ ３６２（３９回） 
 

【11】第１回 北信越地区実業団競技大会（新設）について        ４月１１日 ジャンボボール 
実業団部に一任。（※役員委嘱されました方は協力をお願いします） 

 

【12】第２４回 石川県実業団競技会 兼 第４１回 全日本実業団産業別選手権大会県予選について 

４月１２日 百万石リゾートレーン 
実業団部に一任。 

 

【11】各リーグの次回日程 

◇石 川リーグ   終 了 

◇実業団リーグ   終 了 

◇シニアリーグ   ⑪ ２月２２日 ジャンボボール  ⑫ ３月２９日 リゾートレーン 

◇個 人リーグ   ⑨ ２月１０日 ジャンボボール  ⑩ ２月２４日 リゾートレーン 

 

【14】その他 
①平成２７年度「ＪＢＣ会員継続登録」を２月末日までに完了して下さい。 

②第１８回高等学校選手権大会・岡山大会（春高ボウル）       ３月２１～２３日 岡山 両備ボウル 

男 子：団体戦 ３校６名（金沢市立工業高校・小松工業高校・尾山台高校） 

個人戦 ３校４名（尾山台高校・金沢高校・内灘高校） 
女 子：団体戦 １校２名（伏見高校） 

個人戦 １校４名（伏見高校） 

 


