石川県ボウリング連盟

８月度 月例競技連絡会 (報

告）

平成２７年８月１１日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール
【１】 第３６回 北信越国体（兼紀ノ国わかやま国体地区予選）結果 ７月１７～１９日
富山 富山地鉄ゴールデンボウル
◆成年 ◇総 合 第１位 ７２点（２位 長野５０、３位 福井４３、４位 新潟４２、５位 富山２７）
男子 ◇個人戦（６Ｇ）川﨑 拓也 第 １ 位 １,３８６
田中 椋也 第 ３ 位 １,３４５
羽場 真生 第 ８ 位 １,２７２
岡水 博志 第１４位 １,２０７
◇２人チーム戦（２×６Ｇ） 第 ２ 位 ２,５９４（羽場 真生・岡水 博志）
第 ５ 位 ２,５１９（川﨑 拓也・田中 椋也）
◇団体戦（４×３Ｇ）
第 １ 位 ２,５７８
（川﨑 拓也・羽場 真生・田中 椋也・岡水 博志）
◆成年 ◇総 合 第１位 ６８点（２位 新潟６８、３位 福井４３、４位 富山４３、５位 長野１２）
女子 ◇個人戦（６Ｇ）中村 邦子 第 ５ 位 １,２３Ｏ
佐野 真紀 第 ８ 位 １,１９４
泉
洋子 第１２位 １,１１０
平林 幸子 第１８位 １,０３１
◇２人チーム職（２×６Ｇ） 第 １ 位 ２,６８２（平林 幸子・佐野 真紀）
第 ４ 位 ２,３７１（泉
洋子・中村 邦子）
◇団体戦（４×３Ｇ）
第 １ 位 ２,５３４
（平林 幸子・中村 邦子・泉
洋子・佐野 真紀）
◆少年 ◇総 合 第１位 ３２点（２位 富山３１、３位 福井２８、４位 新潟２２、５位 長野１３）
男子 ◇個人戦（６Ｇ）田中 智之 第 １ 位 １,３２３
中村 一暁 第 ３ 位 １,２１３
◇団体戦（２×６Ｇ）
第 ３ 位 ２,２１４（中村 一暁・田中 智之）
◆少年 ◇総 合 第２位 ３１点（２位 新潟７３、３位 長野２７、４位 福井１９、５位 富山１２）
女子 ◇個人戦（６Ｇ）塚本 詩織 第 ３ 位 １,０３７
牧野梨沙子 第 ５ 位
９９０
◇団体戦（２×６Ｇ）
第 ２ 位 ２,１３７（塚本 詩織・牧野梨沙子）
※４種別 紀ノ国わかやま国体 出場権獲得。（第６４回新潟国体以来６年振り）
（４種別出場県：北海道、東京、神奈川、石川、愛知、京都、和歌山、岡山、広島、福岡、熊本）
【２】第３９回 全日本中学選手権大会 結果
男子２名が参加しました。

７月２１～２３日

京都 キョーイチボウル宇治

【３】第３９回 全日本高校選手権大会 結果
男子５校・８名、女子１校・４名が参加しました。

７月２８～２９日

神奈川 川崎グランドボウル

【４】第６回 全日本小学生競技大会 結果
男子１名が参加しました。
【５】第４８回 全日本新人選手権大会県予選 結果
◇成年男子 第１位 西野
博 １,２１６
第２位 白木
武 １,２０３
第３位 山村 達矢 １,０６５
◇少年男女は、別途で選考されます。

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
◇成年女子 第１位 中村晃子 ９４８

【６】第３０回 東海北信越高校選手権大会結果
男子６校・１６名、女子１校・８名が参加しました

８月３～４日 愛知 稲沢グランドボウル

【７】第６７回 石川県民体育大会 結果
◇一般の部 男子 団体戦 （勝点）（得点）（競技点）
第１位 七尾市
６ ４,７０７ ４０
第５位
第２位 白山市
６ ４,４４９ ３２
第６位
第３位 野々市市
５ ４,２９３ ２８
第７位
第４位 金沢市
４ ４,２７８ ２４
第８位
◇一般の部 女子 団体戦 （勝点）（得点）（競技点）
第１位 白山市
６ ３,６１８ ３０
第５位
第２位 中能登町
６ ３,８９４ ２４
第６位
第３位 金沢市
４ ４,１０５ ２１
第７位
第４位 七尾市
４ ３,７３５ １８
第８位
◇壮年の部 男子 個人戦
（得点）（競技点）
第１位 斉藤 孝雄（白山市）８９６ １５
第５位
第２位 西田
実（志賀町）８５０ １２
第６位
第３位 松浦
学（羽咋市）８１７ １０.５ 第７位
第４位 堀
豊和（金沢市）７６６ ９
第８位
◇壮年の部 女子 個人戦
（得点）（競技点）
第１位 鈴木 順子（金沢市）９２６ １５
第５位
第２位 岡
里美（野々市）７１９ １２
第６位
第３位 太川とみ子（志賀町）７１２ １０.５ 第７位
第４位 上坂トシエ（七尾市）６７３ ９
第８位

８月８～９日 クァトロブーム
（勝点）（得点）（競技点）
穴水町
３ ４,０５１ ２０
加賀市
２ ３,８９７ １６
中能登町 １ ４,２９６ １２
羽咋市
１ ４,０２０
８
（勝点）（得点）（競技点）
津幡町
３ ３,６５９ １５
輪島市
２ ３,６６５ １２
小松市
２ ３,４９１
９
羽咋市
２ ３,３２４
６
（得点）（競技点）
牧野 健裕（小松市）７４６ ７.５
山田 直治（宝達志）７３５ ６
吉野隆二郎（内灘町）７０１ ４.５
竹
昌男（七尾市）７００ ３
（得点）（競技点）
岩本 優子（穴水町）６６０ ７.５
山本 君枝（小松市）６５８ ６
高野由紀子（かほく）６５７ ４.５
宮本 礼子（加賀市）６５１ ３

【８】第１５回 北信越地区シニア選手権大会について ８月２２～２３日 長野 ニューハイボウリング諏訪
協議済み。（男女３０名）
【９】第３７回 石川県３人チーム選手権大会について
協議済み。（締切り８月２９日（土））

９月６日 百万石リゾートレーン

【10】日本スポーツマスターズ ２０１５ 石川大会について
協議済み。（男子４名・女子４名）
【11】第４８回 全日本実業団選手権大会県予選について
協議済み。（実業団部一任）

９月１８～２１日 ジャンボボール

９月２７日 ジャンボボール

【12】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 和歌山 紀の川ボウル
成年男子＝監督：渡辺 正広
選手：岡水 博志・川﨑 拓也・田中 椋也・羽場 真生
成年女子＝監督：竹田 源作
選手：泉
洋子・佐野 真紀・中村 邦子・平林 幸子
少年男子＝監督：棒田 郁夫
選手：田中 智之・中村 一暁
少年女子＝監督：今川 徹
選手：塚本 詩織・牧野梨沙子
【13】第４８回 全日本新人選手権大会について
成年男子：西野
博・白木
武・山村 達矢
成年女子：中村 晃子

１０月１６～１８日 東京 東大和グランドボウル

【14】第２８回 ねんりんピック山口大会２０１５について １０月１７～２０日 山口 下関ロイヤルボウル
監督：渡辺 正広（選手兼任）
選手：前田 良一・斉藤 孝雄・松本 久雄・渡辺 正広
【15】第３２回 北信越地区選手権大会について
１０月２４～２５日 福井 スポーツプラザ WAVE40
◇男子
能登支部１・中央支部４（ジャンボ３、コロナ１）・加南支部２
◇女子
中央支部１・能登支部十加南支部１
【16】各リーグの次回日程
◇石 川リーグ
②
◇実業団リーグ
④
◇シニアリーグ
⑤
◇個 人リーグ
⑨

９月１３日
８月２３日
８月３０日
８月１１日

リゾートレーン
ジャンボボール
クァトロブーム
ジャンボボール

③ １０月１１日 ジャンボボール
⑤ １０月１８日 リゾートレーン
⑥
９月２７日 リゾートレーン
⑩
８月２５日 リゾートレーン

