石川県ボウリング連盟

５月度 月例競技連絡会 (報

告）

平成２７年５月１２日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

【１】平成２７年度 石川県ボウリング連盟 定期総会報告
５月１１日（月）１８：３０～ ジヤンボボール 出席＝会長以下２０名
◇平成２６年度 事業報告・決算報告・監査報告・・・・承認
◇平成２７年度 事業計画（案）・・・・・・・・・・・承認
◇平成２７年度 予算（案）・・・・・・・・・・・・・承認
◇平成２７年度 役員改選（案）・・・・・・・・・・・承認（全員留任）
会 長 ＝高田直人 副会長＝北川善昭
常務理事＝榎本隆明・竹田興市・広岡唯夫・石谷すず子・竹田源作・谷口一雄
永山順一・棒田郁夫・前田知一・横川
健・米沢敏雄・渡辺正広
【２】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

結果

４月２６日 百万石リゾートレーン

２６チーム参加
※１～３位北國新聞写真掲載
第 １ 位 金沢市役所Ａ
（奥村 一世・中倉 啓太・清水 正弘） ５,９０３
第 ２ 位 北陸電力石川Ａ （渡辺 元造・渡邊 絢乃・木谷 哲也） ５,６７５
第 ３ 位 北國銀行Ａ
（中嶋 修一・池田ひとみ・魚
雅章） ５,６２５
第 ４ 位 石川県教職員Ａ （森田 正秀・小島
勝・今川
徹） ５,４２０
第 ５ 位 北陸電力石川Ｂ （中田 智広・安田 昌樹・田中 椋也） ５,３５６
第 ６ 位 津田駒工業Ａ
（大原 啓三・堀
豊和・野村
潤） ５,３３３
第 ７ 位 コマツ粟津Ａ
（窪田
章・東江冨美雄・横山 義雄） ５,２７３
第 ８ 位 環境開発
（山森正治・山内雄大・竹井満・小谷拓也）５,２６６
第 ９ 位 石川県庁Ａ
（畑山 博・沢地誠・山上敬良・西本真也）５,１９１
第１０位 トランテックスＡ（岩本 清兼・坂本
忠・益田
彰） ５,１４６
第１１位 コマツ粟津Ｂ
（中川 達也・茶村小百合・墨屋
肇） ５,１３１
Ｈ／Ｇ
北陸電力石川Ａ （渡辺 元造・渡遥 絢乃・木谷 哲也）
７０３
Ｈ／Ｓ
金沢市役所Ａ
（奥村 一世・中倉 啓太・清水 正弘） １,９８９
【３】第３２回 北信越地区都市対抗選手権大会 結果 ５月９～１０日 新潟 サウンドボウル見附店
七尾市１・金沢市４・小松市１・加賀市１ 計７チームが参加。
＜４人チーム戦＞
第１位 金沢市Ａ（大原啓三・三浦啓子・野村 潤・魚 雅章）
＜個 人 戦＞
第２位 東 秀雄 ２,７３８
＜個 人 戦＞
第３位 魚 雅章 ２,７２９
＜個人Ｈ／Ｇ＞
東 秀雄
２８９
【４】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
協議済み。（男子２・女子１名 派遣）
【５】ゆ－りんビック２０１５について
協議済み。

５月２３～２４日

ジャンボボール

【６】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
Ａ部門 ＝ ・金沢市役所Ａ
・金沢市役所Ｂ
・石川県教職員
Ｂ部門 ＝ ・北陸電力石川Ａ ・北陸電力石川Ｂ ・環境開発
Ｄ部門 ＝ ・津田駒工業
・コマツ粟津Ａ
・コマツ粟津Ｂ
・トランテックス ・澁谷工業
・久世ベローズ工業所

【７】第３６回 北信越国体県予選について
協議済み。６月７日に全日程が終了。
【８】第２８回 オールジャパンレディスについて
不参加。

６月５～７日

【９】第２４回 石川県民スポーツ・レクリエーション祭について
協議済み。

埼玉新狭山グランドボウル

６月１４日 ジャンボボール

【10】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
監 督
＝渡辺 正広（選手兼任）
男子シニア
＝西村 隆政・前田 知一・泉
真也・東
秀雄・吉村 守雄・
安藤 和広・堂前 秀雄・的場 順一
男子グランドシニア＝塚
良雄・西川外志雄・前田 良一・斎藤 孝雄・倉田 静雄・
川上 秀則・渡辺 正広・竹田 源作
男子マスターシニア＝藤本外茂夫
女子シニア
＝久本 安子・泉
洋子・岡
里美・伽場 絹代
女子ランシニア
＝大丸谷智子・中村 邦子・山口 逸子・有田登美子
【11】第５２回 東日本選手権大会について
個人リーグ参加選手から選出。

７月３～５日 北海道 綜合レジャーサンコーボウル

【12】第３６回 北信越国体（兼和歌山国体地区予選）について
７月１７～１９日 富山 富山地鉄ゴールデンボウル
県代表は、県予選会（最終予選６月７日）終了後に決定します。
【13】第３９回 全日本中学選手権大会について ７月２１～２３日 京都 キョーイチボウル宇治
希望選手は、なるべく早く県連事務局へ申し出て下さい。
【14】第３９回 全日本高校選手権大会について
高体連専門部に一任。

７月２８～２９日

神奈川

川崎グランドボウル

【15】県選手権大会・実施要項の一部変更について
① ２人・３人・４人チーム戦とも９ゲーム制とし、予選・決勝制を廃止する。
② 参加費を１人当り￥５，０００とする。（ジュニアは￥４，５００）
③ 選手権者決定戦の種別から「シニア」を廃止する。
④ 詳細については、各選手権大会「実施要項」公示の際に確認してください。
（既に終了済みの２人チーム戦は来年度から適用）
【16】各リーグの次回日程
◇石 川リーグ
①
◇実業団リーグ
①
◇シニアリーグ
①
◇個 人リーグ
③

８月 ２日
５月１７日
４月１９日
５月１２日

ジャンボボール
リゾートレーン
ジャンボボール
ジャンボボール

➁
➁
➁
④

９月１３日
６月２８日
５月３１日
５月２６日

【17】その他
石川県高校総体が６月４～５日ジャンボボールで開催されます

リゾートレーン
ジャンボボール
リゾートレーン
リゾートレーン

