
石川県ボウリング連盟 

１月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１６年１月１２日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

謹 新 新 年 今 年 も よ ろ し く お 願 い い た し ます
 

 

【１】第３３回 全日本実業団都市対抗選手権大会県予選 結果 １２月１４日 百万石リゾートレーン 

  第１位 コマツ粟津  （中川 達也・墨屋  肇・東江冨美雄・横山 義雄・茶村小百合） ７,４７０ 

  第２位 北陸電力石川 （木谷 哲也・広瀬 信明・安田 昌樹・田中 椋也・中田 智広） ７,４０９ 

  第３位 北國銀行   （中嶋 修一・池田ひとみ・三林 俊一・永山 順一）       ７,３９７ 

  第４位 金沢市役所Ａ （奥村 一世・松原 真珠・中倉 啓太・清水 正弘・羽場 恵美） ７,３０８ 

  第５位 津田駒工業  （野村  潤・大原 啓三・堀  豊和・的場 順一・山岸 善浩） ７,２９４ 

  第６位 金沢市役所Ｂ （吉田 伸也・中村 晃子・竹吉 一洋・石野 一次）       ７,１４６ 

  第７位 石川県教職員 （森田 正秀・中田 裕己・小島  勝・今川  徹・寺口 利雪） ７,１３１ 

  第８位 澁谷工業   （永原  到・吉嶋 陽一・得地喜代志・大塚  淳）       ６,８６７ 

  第９位 トランテックス（小竹  宏・出雲  剛・坂本  忠・益田  彰・渡辺 賢二） ６,６４８ 

  第１０位 直人運輸  （中田 敏夫・川口 勝巳・今泉 昭治・福井 嘉照・岡村  久） ６,３９１

 

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

  男子５校７チーム１６名・女子１校２名が参加しました。

 

【３】第４１回 石川県４人チーム選手権大会 結果 １月１０日 ジャンボボール 

 ◇男子の部（２７チーム参加） 

  第１位 漣クラブＡ  （泉  真也・山口 智志・中野 幸一・蔵野 博久） ８,０３０ 
 ※２回目・新記録・北國新聞写真掲載 

  第２位 金沢ＪクラブＡ（畠  健治・河合 昭彦・小塩  勉・魚  雅章） ７,９７８ 
 ※新記録 

  第３位 金沢ホープ  （太田 一哉・田中 信一・出口 洋征・東  秀雄） ７,８５７ 

  第４位 漣クラブＢ  （鷹野 雅彦・下池  等・杉本  満・藤田 朝人） ７,７５２ 

  第５位 秀 峰Ａ   （松本 英将・川﨑 拓也・岡水 博志・田中 椋也） ７,７４４ 

  第６位 秀 峰Ｂ   （中越 純矢・茶林 祥平・山岸 健一・中田 勝広） ７,６９５ 

  Ｈ／Ｇ ハンターＢ  （高本  一・沢地  誠・林  康平・浜田 政春）   ９４８ 

 Ｈ／Ｓ 金沢ＪクラブＡ（畠  健治・河合 昭彦・小塩  勉・魚  雅章） ２,７１８ 

 

 ◇女子の部（７チーム参加） 

  第１位 中央支部Ａ  （泉  洋子・辻阪 明美・鈴木 順子・三浦 啓子） ７,４９２）  
※新記録・北國新聞写真掲載 

第２位 中央支部Ｂ  （千木千恵子・高野由紀子・片岡 澄香・奥村 一世） ７,１６０ 
 ※新記録 

  第３位 加南支部   （塚本 詩織・茶村小百合・池田ひとみ・塚本絵里子） ６,７０８ 

  第４位 能登支部   （宇田 博美・渡辺外志子・木村 厚子・大工千加子） ６,５１０ 

  第５位 中央支部Ｃ  （小西 寛子・渡邊 絢乃・松下千恵子・久本 安子） ６,４８２ 

  第６位 石川Ａ    （岡  里美・音地 豊子・山本 君枝・山下 絹子） ６,３０６ 

  Ｈ／Ｇ 中央支部Ａ  （泉  洋子・辻阪 明美・鈴木 順子・三浦 啓子）   ８９６ 

  Ｈ／Ｓ 中央支部Ａ  （泉  洋子・辻阪 明美・鈴木 順子・三浦 啓子） ２,５７８ 
 ※新記録

 

【４】第４４回 全日本クラブ対抗選手権大会について １月２２～２４日  大阪府 イーグルボウル 

  協議済み。（能登１・中央２．加南１） 



【５】第３３回 全日本実業団都市対抗選手権大会について ２月５～７日 千葉県 VEGA ｱｻﾋﾎﾞｳﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

  ８チーム参加 

小松市：コマツ粟津 

   金沢市：北陸電力石川・北國銀行・金沢市役所ＡＢ・津田駒工業・澁谷工業・石川県教職員

 

【６】第３１回 全日本年齢別選手権大会について ２月１２～１４日   福岡県 博多スターレーン 

  協議済み。（中央支部で選考中）

 

【７】第４０回 石川県実業団選手権大会について ２月１４日        百万石リゾートレーン 

  協議済み。（実業団部に一任）

 

【８】平成２７年度 北陸三県競技大会について  ３月５～６日  富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

  各支部は、所定の期日までに予選を終了して結果報告して下さい。

 

【９】平成２７年度（第４１回）石川県選手権者決定戦について ３月１３日  百万石リゾートレーン 

  ◇種 別 男 子・女 子の２種別。 

  ◇競 技 

①予 選 個人戦９ゲームの合計点により、男子１２名・女子６名を選出する。 

   ②準決勝 ラウンドロビン５ゲーム、ポジションマッチ１ゲームを行う。 

         勝者には勝ち点１０点。同点の場合は両者に５点。 

   ③決 勝 上位３名をステップラダー方式により選手権者を決める。 

   ④その他 

（１）準決勝・決勝において同点の場合は、進出上位者を勝者とする。 

   （２）ポジションマッチについて。 

 ◎男子はＡ・Ｂ組の同順位者と対戦する（予選成績によりＡＢに分ける） 

       Ａ組＝１位 ４位 ５位 ８位 ９位 １２位 

       Ｂ組＝２位 ３位 ６位 ７位１０位 １１位 

     ◎女子は、次位者と対戦する。 

  ◇参加資格 平成２７年度の「２．３．４人チーム戦」３種目すべてに参加した選手。 

  ◇褒 賞  各種別とも１～６位。（ハイーム、ハイシリーズは予選のみ対象・記録のみ保存） 

  ◇参加費  ５,０００円。（ジュニア４,５００円） 

  ◇申込み  ２月２７日（土）締切り。 ㊟大会当日の申込みも受付ける。 

  ◇その他  男女の選手権者に対して、次年度全日本選抜選手権大会の出場権を与える。 

 ◇大会記録 男子 H/G ３００（32回・西嶋幸斗 38回・山口智志） 

女子 H/G ２９９（36回・小西寛子） 

男子 H/S ７９４（38回・岡水博志） 

女子 H/S ７４２（33回・宇田博美） 

 

【10】第５４回 全日本選手権大会について     ３月１０～１３日 愛知県 稲沢グランドポウル 

  個人リーグ上位から選考。

 

【11】各リーグの次回日程 

◇石 川リーグ  ⑥ １月１７日 リゾートレーン ⑦ ２月 ７日 ジャンボボール 

◇実業団リーグ  ⑦ １月２４日 ジャンボボール（最終節） 

◇シニアリーグ  ⑩ １月３１日 リゾートレーン ⑪ ２月１１日 ジャンボボール 

◇個人リーグ   ⑲ １月１２日 ジャンボボール ⑳ １月２６日 リゾートレーン 

【12】その他 


