石川県ボウリング連盟

７月度 月例競技連絡会 (報

告）

平成２７年７月１４日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

東京オリンピック追加種目の立候補２６競技の中から､第 1 次選考の結果､ボウリングが
８競技の中に選ばれました。 ９月中に東京組織委員会からＩＯＣに推薦される種目が
決定します。ボウリングがオリンピック種目になるよう祈念しましょう。
【１】熟年ボウリング大会（元県民スポレク祭壮年ボウリング大会） 結果 ６月１４日 ジャンボボール
◇男子 第１位 畠
健治（内灘町）７１４
第４位 松本 久雄（野々市）６５３
第２位 寺尾 公男（金沢市）６６３
第５位 大原 啓三（金沢市）６２６
第３位 堀
豊和（金沢市）６６０
第６位 後藤 省吾（金沢市）６２２
◇女子 第１位 辻阪 明美（金沢市）５９８
第４位 石野 好子（金沢市）５１４
第２位 久本 安子（金沢市）５８３
第５位 松寺由美子（金沢市）５０１
第３位 大橋 明子（金沢市）５２３
第６位 三島 瞳子（金沢市）４８８
【２】第４８回 全日本シニア選手権大会 結果 ６月２６～２８日 愛知 稲沢グランドボウル
シニア１２．ハイシニア１２．マスターズシニア１名が参加しました。
＜選手権者決定戦＞
【男子シニア】
第４位
東
秀雄 ３,３１８（ｌ５Ｇ）
【女子ハイシニア】第２位
大丸谷智子 ２,９４４（ｌ５Ｇ）
第６位
中村 邦子 ２,８２１（ｌ５Ｇ）
第１６位 有田登美子 ２,６９９（ｌ５Ｇ）
【男子ハイシニア】第１５位 川上 秀則 ３,０７０（ｌ５Ｇ）
＜２人チーム戦＞
【女子ハイシニア】第１位
大丸谷智子・中村 邦子 ２,３４５（２ｘ６Ｇ）
＜個 人 戦＞
【女子ハイシニア】第５位
中村 邦子 １,１６４（６Ｇ）
＜特別表彰＞
【女子ハイシニア】有田登美子（１０回出場表彰）
【３】第５２回 東日本選手権大会
石川県は不参加でした。

７月３～５日

北海道 綜合レジャーサンコーボウル

【４】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

協議済み。（４種別出場）
【５】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
２名参加
森田 優輝（加賀山代中学校） 寺田 玄徳（金沢高尾台中学校）
【６】第３９回 全日本高校選手権大会について ７月２８～２９日 神奈川 川崎グランドボウル
中村一暁・田中智之・山本青空…（尾山台） 津本大虎・本田卓誠…（金沢）
永田啓人…（小松工業） 宮村夏輝…（金沢市工） 小山 純…（内灘）
塚本詩織・太磨結乃・牧野梨沙子・門岡鈴子…（伏見）
【７】第６回 全日本小学生競技大会について
１名参加
寺田 聖徳（金沢富樫小学校）
【８】第４８回 全日本新人選手権大会県予選について
協議済み。

８月１～２日 愛知 稲沢グランドボウル

８月２日

ジャンボボール

【９】第３０回 東海北信越高校選手権大会について ８月３～４日 愛知 稲沢グランドボウル
本田 卓誠・浅野 翔也・西山 凌平・西嶋 隼太・池田 守孝…（金沢）
中村 一暁・田中 智之・山本 青空・栗原 海人…（尾山台）
永田 啓人・佐藤 直輝・竹内 悠人…（小松エ業）宮村 夏輝・浜尾 圭弥…（金沢市エ）
小山
純…（内灘）
西田
藍…（伏見）
塚本 詩織・門岡 鈴子・牧野梨沙子・済田 莉緒・太磨 結乃・森田 涼香
宮下 愛梨・西村 彩里…（伏見）
【10】第６７回 石川県民体育大会について
協議済み。（主管：能登支部）

８月８～９日

クァトロブーム

【11】第１５回 北信越シニア選手権大会について
８月２３～２４日 長野 ニューハイボウリング諏訪
監督＝渡辺 正広（選手兼任）
選手Ａ前田 良一・中村 邦子 Ｂ高森 健一・堂前 秀雄 Ｃ西川外志雄・前田 知一
Ｄ泉
洋子・泉
信也 Ｅ東
秀雄・出口 洋征 Ｆ山口 逸子・高野由紀子
Ｇ藤田 朝人・有田登美子 Ｈ音地 豊子・川上 秀則 Ｉ岡
里美・倉田 静男
Ｊ西村 隆政・安藤 和広 Ｋ久本 安子・中川 外治 Ｌ前野
茂・竹田 源作
Ｍ小川 清志・小西真知子 Ｎ渡辺 正広・渡辺外志子 Ｏ木下
晃・西野
博
【12】第３７回 石川県３人チーム選手権大会について
９月６日 百万石リゾートレーン
◇男女別 ３人×９Ｇ ≪ルール改正により予選決勝制廃止・全９ゲーム≫
◇褒 賞 男女別１～３位（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 １チーム・１５,０００円（１名・５,０００円・ジュニア１名・４,５００円）
◇申込み ８月２９日（土）締め切り
【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２０１５石川大会について ９月１８～２１日 ジャンボボール
監 督＝谷口 一雄
男 子＝魚
雅章・森田 雅章・前田 知一・渡辺 元造
女 子＝奥村 一世・宇田 博美・三浦 啓子・久本 安子
※主管全国大会のため、総力を挙げて協力をお願いします。
【14】第４８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。

９月２７日

【15】第７０回 国民体育大会（紀ノ国わかやま国体）について
９月２７～１０月２日
北信越国体（７月１７～１９日）の結果で決定します。
【16】各リーグの次回日程
◇石 川リーグ
①
◇実業団リーグ
③
◇シニアリーグ
④
◇個 人リーグ
⑦

８月 ２日
７月１９日
７月２６日
７月１４日

ジャンボボール
リゾートレーン
リゾートレーン
ジャンボボール

➁
④
⑤
⑧

ジャンボボール

和歌山 紀の川ボウル

９月１３日
８月２３日
８月３０日
７月２８日

リゾートレーン
ジャンボボール
クァトロブーム
リゾートレーン

【17】その他
① ６月連絡会【３】項 第４１回 全日本実業団産業別選手権大会の、部門別入賞チーム及び
個人の８つの表彰写真が、ＪＢＣｎｅｗｓ５２４号４～５頁に掲載されています。

