
 石川県ボウリング連盟 

１０月度 月例競技連絡会 (報 告） 
                    平成２７年１０月１３日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

【１】日本マスターズ２０１５ 石川大会 結果     ９月１８～２１日 石川 ジャンボボール 

  男子８名・女子４名が参加しました。        ※入賞者全員 選手宣誓魚選手 JBCnews 527号 写真掲載 

 ◇男子２人チーム戦  第１位 石川Ｂ（森田 雅章・前田 知一）      ２,５４８ 

            第３位 石川Ｃ（松本 英将・蔵野 博久）      ２,４０７ 

            第７位 石川Ａ（渡辺 元造・魚  雅章）      ２,３１３ 

            第８位 石川Ｄ（田中 信一・河合 昭彦）      ２,３０５ 

 ◇男子４人チーム戦  第５位 石川Ａ（渡辺 元造・魚  雅章） 

（森田 雅章・前田 知一）      ４,５４５ 

 ◇男子選手権者決定戦 第２位 渡辺 元造                 １,２０７ 

            第３位 前田 知一                 １,１８３ 

            第６位 松本 英将                 １,１５５ 

 ◇女子４人チーム戦  第５位 石川 （宇田 博美・三浦 啓子） 

（久本 安子・奥村 一世）      ４,１６３

 

【２】第４８回 全日本実業団選手権大会県予選 結果        ９月２７日 ジャンボボール 

  第１位 金沢市役所Ａ（奥村一世・松原真珠・中村和弘・中倉啓太・清水正弘） ９,５９０ 

  第２位 北陸電力石川（渡辺元造・木谷哲也・渡邊絢乃・安田昌樹・田中椋也・中田智広・広瀬信明） ９,０５９ 

  第３位 北國銀行  （中嶋修一・中越美樹・池田ひとみ・永山順一・魚 雅章）８,８５３ 

  第４位 津田駒工業 （大原啓三・北川裕治・堀 豊和・野村 潤・的場順一） ８,７７８ 

  第５位 コマツ粟津 （中川達也・墨屋肇・茶村小百合・東江富美雄・横山義雄）８,４５７ 

  第６位 石川県教職員（前浜 伸・中田裕己・寺口利雪・森田正秀・端山祐司） ８,４１０ 

  第７位 金沢市役所Ｂ（吉田伸也・梅本秀一・中村晃子・竹吉一洋・石野一次） ８,２８２ 

  第８位 トランテックス（小竹 宏・谷下義之・出雲 剛・坂本 忠・益田 彰）７,７１０

 
【３】第７０回 国民体育大会（紀ノ国わかやま国体）結果 ９月２７～１０月２日 和歌山 紀の川ボウル 

◆天皇杯 第２６位１１点・皇后杯 第２０位１０点 ※石川県総合：天皇杯２９位８８７点・皇后杯３６位４３０点） 

◆成年男子の部 

  ◇個人戦 川﨑 拓也       決勝 第８位   １,８８０（予選１,３０３・決勝 577） 

予選 第８位   １,３０３（６２１・６８２） 

       田中 椋也       予選 第５５位  １,２０５（６６３・５４２） 

       羽場 真生       予選 第９２位  １,１３７（５６７・５７０） 

       岡水 博志       予選 第１０３位 １,０９９（５６６・５３３） 

  ◇団体戦（２人チーム戦）石 川Ｂ 予選 第４４位  ２,３００（川﨑 1,176．田中 1,124） 

              石 川Ａ 予選 第５０位  １,１７７（羽場 1,110・岡水 1,109） 

   ◇団体戦（４人チーム戦）石 川  予選 第２５位  ２,２６０ 

（羽場５４２・川﨑５３２・田中５９０・岡水５９６） 

◆成年女子の部 

  ◇個人戦 泉 洋子        予選 第３３位  １,１５４（６１３・５４１） 

       中村 邦子       予選 第３６位  １,１４７（６０４・５４３） 

       佐野 真紀       予選 第４４位  １,１３０（５８４・５４６） 

       平林 幸子       予選 第９０位    ９７９（５５９・４２０） 

  ◇団体戦（２人チーム戦）石 川Ｂ 予選 第１８位  ２,２２９（泉 1,135・中村 1,094） 

              石 川Ａ 予選 第３１位  ２,１７８（平林 1,018・佐野 1,160） 

  ◇団体戦（４人チーム戦）石 川  予選 第２１位  ２,０７７ 

（平林５１７．泉５４６・中村４７３．佐野５４１） 

◆少年男子の部 

  ◇個人戦 田中 智之       予選 第４４位  １,０３０（５２１．５０９） 

       中村 一暁       予選 第４５位  １,０１８（４６７．５５１） 

  ◇団体戦（２人チーム戦）石 川  予選 第２１位  ２,０９８（中村 1,036・田中 1,062） 



◆少年女子の部 

  ◇個人戦 牧野梨沙子       予選 第３６位  １,０２８（５０２．５２６） 

       塚本 詩織       予選 第４２位    ９４８（４２４．５２４） 

   ◇団体戦（２人チーム戦）石 川   予選 第２２位  １,９７４（塚本 912・牧野 1,062）

 
【４】第４８回 全日本新人選手権大会について １０月１６～１８日  東京 東大和グランドボウル 

  協議済み。（成年男子・３名、成年女子１名、少年男子・２名 派遣）

 
【５】第２８回 ねんりんビック山口大会について １０月１７～２０日  山口 下関ロイヤルボウル 

  協議済み。（男子４名 派遣）

 
【６】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 

  監  督：谷口 一雄 （６人チーム参加チーム・投球順） 

  男子選手 Ａ：太田 一哉・高根 睦広・中倉 啓太・奥村 和彦・田中 信一・東  秀雄 

       Ｂ：大原 啓三・越野  匠・松本 英将・渡辺 元造・堀  豊和・魚  雅章 

       Ｃ：鷹野 雅彦・広瀬 信明・永山 順一・村上  健・矢田 静雄・蔵野 博久 

 Ｄ：前野  茂・山口 智志・川﨑 拓也・中田 勝広・中越 純矢・山岸 健一 

 Ｅ：源川 義弘・墨屋  肇・深田 幹基・笠谷  洋・中川 達也・森田 雅章 

 Ｆ：車 冨記雄・小川 清志・堂前 秀雄・西村 隆政・横山 義雄・西川外志雄 

       Ｇ：塚  良雄・西野 正浩・松井 龍雄・野口  覚・杉本 武史・岡水 博志 

       Ｈ：高森 健一・渡辺 正広・本田多久斗・大丸谷 悟・亀田 芳彰・中道 裕治 

  女子選手 Ａ：中村 邦子・小西真知子・三浦 啓子・泉  洋子・久本 安子・奥村 一世 

       Ｂ：宇田 博美・大工千加子・木村 厚子・渡辺外志子・山下 絹子・山本 君枝

 

【７】第４４回 全国都道府県対抗選手権大会について（第７１回 岩手国体リハーサル大会） 

１１月５～８日   岩手 ビッグハウススーパーレーン 

   監 督：渡辺 元造（選手兼任） 

   男 子 魚  雅章・渡辺 元造   女 子 中村 邦子・奥村 一世

 

【８】第６回 東日本シニア競技会について １１月１３～１５日     三重 津グランドボウル 

  監 督：渡辺 正広（選手兼任）（２人チーム参加チーム・投球順） 

  男 子 シニア    ＝Ａ：安藤 和広（H5）・泉 信也  Ｂ：高森 健一・中川 外治（H5） 

      グランドシニア＝Ａ：西川外志雄・川上 秀則    Ｂ：斉藤 孝雄・塚 良雄 

Ｃ：渡辺 正広・村上 健 

  女 子 シニア    ＝Ａ：音地 豊子（H5）・高野由紀子 

      グランドシニア＝Ａ：大丸谷智子・中村 邦子（H5） Ｂ：小西真知子・有田登美子

 

【９】第４８回 全日本実業団選手権大会について  １１月２１～２３日   大阪 イーグルボウル 

  金沢市役所Ａ・北陸電力石川・北國銀行・津田駒工業・コマツ粟津・石川県教職員・金沢市役所Ｂ

 

【10】第３３回 全日本実業団都市対抗選手権大会予選について １２月１３日   リゾートレーン 

  実業団部に一任。 

 

【11】第２２回 全国高等学校対抗選手権大会について １２月１８～２０日 神奈川 川崎グランドボウル 

  高体連専門部に一任 

 

【12】各リーグの次回日程 

  ◇石 川リーグ  ④１１月 １日 リゾートレーン ⑤１２月２７日 ジャンボボール 

  ◇実業団リーグ  ⑤１０月１８日 リゾートレーン ⑥１１月 ８日 ジャンボボール 

  ◇シニアリーグ  ⑦１０月１８日 ジャンボボール ⑧１１月２９日 クァトロブーム 

◇個 人リーグ  ⑭１０月１３日 ジャンボボール ⑮１０月２７日 リゾートレーン



 


