
石川県ボウリング連盟 

４月度 月例競技連絡会 (報 告） 
平成２７年４月１４日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール 

 

【１】第５３回全日本選手権大会 結果   ３月１２～１５日 愛知 稲沢グランドボウル 

男子６名・女子６名が参加しました。 

【女 子】Ｈ／Ｇ 奥村 一世 ３００（パーフェクト達成）（北國新聞・写真掲載）（JBCnews 第５２１号写真掲載） 

 

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

男子５校１０名・女子１校６名が参加しました。 

【女 子】 

＜個人戦＞第３位 塚本 詩織（伏見高校）      １,２５２（北國新聞・写真掲載） 

＜団体戦＞第８位 伏見高校（塚本 詩織・牧野梨沙子）１,９７７（北國新聞・写真掲載） 

 

【３】平成２６年度シニアリーグ 結果  （４月～３月 第１２節） 
（順位）  （氏 名）   （ポイント）（ゲーム数）（グランドトータル）（アべレージ）  （HG）  （HS）   （HC） 

第 １ 位 東  秀雄 ４７０  ７２  １５,３４８  ２０６.６  ２９０ ７３７  ０ 

第 ２ 位 吉村 守雄 ４４０  ７２  １５,０８８  ２０３.４  ２８７ ７３５  ０ 

第 ３ 位 出口 洋征 ４１０  ７２  １４,９２３  ２０１.６  ２７８ ７４０  ０ 

第 ４ 位 小川 清志 ４３５  ７２  １４,８４９  １８４.２  ２３７ ６０７ １６ 

第 ５ 位 前田 知－ ３８５  ５４  １４,７６７  ２１６.３  ２９９ ７２７  ０ 

第 ６ 位 塚  良雄 ４３０  ６６  １４,６９２  ２０２.５  ３００ ７８３  ０ 

第 ７ 位 西村 隆政 ４３０  ６６  １４,５３２  ２００.０  ２８９ ７４８  ０ 

第 ８ 位 川畑 照雄 ４００  ７２  １４,３９１  １９４.３  ２５０ ６５２  ０ 

第 ９ 位 倉田 静雄 ３８５  ７２  １４,２０１  １９１.９  ２６９ ７１３  ０ 

第１０位 斎藤 孝雄 ４００  ６６  １４,１７５  １９５.１  ２７９ ６９０  ０ 

Ｈ／Ｇ  男子＝３００ 塚  良雄・西川外志雄   女子＝２５８ 泉  洋子 

Ｈ／Ｓ  男子＝７８３ 塚  良雄         女子＝６８４ 大丸谷智子 

皆出席：小川 清志・川畑 照雄・木下  晃・倉田 静雄・槻 伸一・斎藤 良久 

出口 洋征・大丸谷智子・高野由紀子・中村 邦子・東 秀雄・吉村 守雄 

 

【４】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  結果     ４月５日  ジャンボボール 

＜男 子＞（５８チーム参加） 

第１位 秀 峰 Ｂ  （中央支部）杉本 武史・岡水 博志      ４,０２４ 

※２年連続４回目（北國新聞・写真掲載） 

第２位 秀 峰 Ａ  （中央支部）川﨑 拓也・田中 椋也      ３,９４９ 

第３位 金沢ホープＢ （中央支部）吉村 守雄・出口 洋征      ３,９４２ 

第４位 金沢ＪクラブＡ（中央支部）畠  健治・小塩  勉      ３,９３２ 

第５位 金沢ホープＡ （中央支部）太田 一哉・東  秀雄      ３,９２９ 

第６位 津田駒工業  （中央支部）堀  豊和・的場 順一      ３,８３６ 

Ｈ／Ｇ 北國銀行Ａ  （中央支部）中嶋 修一・魚  雅章        ５１１ 

イーグルＢ  （中央支部）八坂 正則・越多  弘        ５１１ 

Ｈ／Ｓ 秀 峰 Ｂ  （中央支部）杉本 武史・岡水 博志      １,４０４ 

＜女 子＞（１２チーム参加） 

第１位 中央支部Ａ  （中央支部）鈴木 順子・泉  洋子      ３,５５３（北國新聞・写真掲載） 

第２位 ハンター   （中央支部）平林 幸子・中村 邦子      ３,４２２ 

第３位 ダッグルズ  （中央支部）久本 安子・有田登美子      ３,３７９ 

第４位 加南支部Ｃ  （加南支部）伽場 絹代・池田ひとみ      ３,３５０ 

第５位 石 川Ａ   （石川県連）大丸谷智子・渡辺外志子      ３,３１９ 

第６位 能登支部   （能登支部）宇田 博美・大工千加子      ３,２２１ 

Ｈ／Ｇ ハンター   （中央支部）平林 幸子・中村 邦子        ４２９ 

Ｈ／Ｓ 能登支部   （能登支部）宇田 博美・大工千加子      １,１７７ 

 



【５】第１回 北信越地区実業団競技大会 結果            ４月１１日 ジャンボボール 

第１位  奥 村 一 世（金沢市役所）  １,３８１（北國新聞・写真掲載） 

第２位  清 水 正 弘（金沢市役所）  １,３４３（北國新聞・写真掲載） 

第５位  魚   雅 章（北國銀行 ）  １,２９７（北國新聞・写真掲載） 

第６位  森 田 正 秀（石川県教職員） １,２８２（北國新聞・写真掲載） 

 

【６】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２６日 百万石リソートレーン 

協議済み（実業団部に一任） 

 

【７】第３２回 北信越都市対抗選手権大会について ５月９～１０日 新潟 サンウンドボール見附店 

選考中 

 

【８】第４９回 全日本選抜選手権大会について  ５月１５～１７日 千葉 ＪＦＥ千葉リバーレーン 

選考中 

 

【９】ゆ－りんピック２０１５について            ５月２３～２４日 ジャンボボール 

協議済み 

 

【10】第３６回 北信越国体県予選会について 

協議済み  ◇ジュニア ＝ ① ４月１１日 リゾートレーン 

➁ ４月２５日 ジャンボボール 

③ ５月 ９日 リゾートレーン 

④ ５月２３日 ジャンボボール 

◇成  年 ＝ ① ５月２４日 ジャンボボール 

➁ ６月 ７日 リゾートレーン 

 

【11】第４１回 全日本実業団産業別選手権大会について   

５月２９～３１日 愛知 稲沢グランドボウル 

協議済み（実業団部に一任） 

 

【12】第２８回 オールャンレィストーナメン》について ６月５～７日 埼玉 新狭山グランドボウル 

県２人チーム選手権大会の参加選手の中から選考。 

 

【13】第２４回 石川県スポレク祭について              ６月１４日 ジャンボボール 

内容等は例年の通り。委嘱された役員の方は協力をお願いします。 

 

【14】第４８回 全日本シニア選手権大会について   ６月２６～２８日 愛知 稲沢グランドボウル 

シニア部に一任 

 

【15】各リーグの次回日程 

◇石 川リーグ  ① ８月 ２日 ジャンボボール   ➁ ９月１３日 リゾートレーン 

◇実業団リーグ  ① ５月１７日 リゾートレーン   ➁ ６月２８日 ジャンボボール 

◇シニアリーグ  ① ４月１９日 ジャンボボール   ➁ ５月３１日 リゾートレーン 

◇個 人リーグ  ① ４月 ７日 ジャンボボール   ➁ ４月２１日 リゾートレーン 

 

【16】その他 

①平成２７年度県連定期総会が、５月１１日（１８：３０）ジャンボボールで開催されます。 

②ボール検査合格証の発行手続きが変更になります。 

JBCnews第５２１号３面に掲載されていますのでお読み下さい。 

③ＪＢＣ公認ドリラーに 宇田 輝さんが３月１６日付で認定されました。 


