石川県ボウリング連盟

２月度 月例競技連絡会 (報

告）

２０１６年２月９日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

【１】第４４回全日本クラブ対抗選手権大会 結果
１５名が参加。

１月２２～２４日 大阪府イーグルボウル

【２】平成２７年度 石川県実業団リーグ 結果 （５月～１月 全７節） ※１～３位北國新聞掲載
第１位 津田駒工業Ａ
61.0 (30,476)
第 14 位 北陸電力石川Ｂ 34.0 (26,883)
第２位 金沢市役所Ａ
60.0 (31,239)
第 15 位 トナミ運輸金沢 32.0 (26,690)
第３位 北陸電力石川Ａ
59.0 (29,865)
第 16 位 石川県教職員Ｂ 32.0 (22,727)
第４位 石川県教職員Ａ
59.0 (29,489)
第 17 位 澁谷工業Ａ
31.0 (27,395)
第５位 金沢市役所Ｂ
56.0 (29,344)
第 18 位 北國銀行Ｂ
31.0 (27,184)
第６位 トランテックスＡ 55.0 (29,227)
第 19 位 津田駒工業Ｃ
28.0 (22,971)
第７位 北國銀行Ａ
52.0 (29,887)
第 20 位 津田駒工業Ｂ
22.0 (23,221)
第８位 環境開発
51.0 (29,321)
第 21 位 小松ウォール
22.0 (22,648)
第９位 久世ベローズ
50.0 (29,033)
第 22 位 直人運輸
21.5 (22,586)
第 10 位 コマツ粟津Ｂ
48.5 (28,098)
第 23 位 陸上自衛隊金沢 18.5 (22,301)
第 11 位 石 川 県 庁Ａ
44.0 (27,688)
第 24 位 石川県庁Ｂ
14.5 (25,019)
第 12 位 コマツ粟津Ａ
42.0 (28,166)
第 25 位 トランテックスＢ 13.5 (21,696)
第 13 位 澁谷工業Ｂ
35.5 (27,499)
Ｈ／Ｇ
北國銀行Ａ
767
【３】第３３回 全日本実業団都市対抗選手権大会 結果
※北國新聞掲載
２月５～７日 千葉県 ＶＥＧＡアサヒウリンセンター
小松市１チーム、金沢市７チームが参加。
◇第７位
北陸電力石川（渡辺元造・田中椋也・木谷哲也・安田昌樹・由水伸弥）２,８４８
◇第 11 位
金沢市役所Ａ（清水正弘・奥村一世・中倉啓太・松原真珠）
２,８２０
◇ベーカーH/G 金沢市役所Ａ（清水正弘・奥村一世・中倉啓太・松原真珠）
２７９
【４】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
監督：前田良一（選手兼任）
選手：１９才以下 田中椋也
２０才代 川﨑拓也・塚本崇詞
３０才代 茶林祥平
６０才以上 前田良一
【５】第４０回 石川県実業団選手権大会について
協議済み。（実業団部に一任）

２月１４日

百万石リゾートレーン

【６】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
監督：谷口一雄
※中央支部ジャンボボールクラブ 未定（予選 2 月 13 日）
男子：２人戦（Ａ）羽場真生・東 秀雄（Ｂ）田中信一・奥村和彦（Ｃ）野口 覚・松井龍雄
（Ｄ）山出浩之・岡水博志（Ｅ）高森健一・森田正秀（Ｆ）渡辺正広・塚 良雄
（Ｇ）高尻純一・西野正浩（Ｈ）杉本武史・仲島安昭（Ｉ）源川義弘・中川達也
（Ｊ）墨屋 肇・中道裕治（Ｋ）横山義雄・西村隆政（Ｌ）西川外志雄・前田知一
（Ｍ）笠谷 洋・南出俊一（Ｎ）小川清志・本田多久斗
４人戦（Ａ）田中信一・奥村和彦・羽場真生・東 秀雄（Ｂ）山出浩之・松井龍雄・野口 覚・岡水博志
（Ｃ）森田正秀・渡辺正広・高森健一・塚 良雄（Ｄ）杉本武史・仲島安昭・西野正浩・高尻純一
（Ｅ）源川義弘・中川達也・墨屋 肇・中道裕治（Ｆ）横山義雄・西村隆政・西川外志雄・前田知一
（Ｇ）笠谷 洋・南出俊一・小川清志・本田多久斗
女子：２人戦（Ａ）平林幸子・奥村一世（Ｂ）未
定・中村邦子（Ｃ）宇田博美・大工千加子
（Ｄ）木村厚子・渡辺外志子
４人戦（Ａ）未 定・中村邦子・平林幸子・奥村一世（Ｂ）木村厚子・渡辺外志子・宇田博美・大工千加子

【７】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
協議済み。（受付けは当日も可）
【８】第５４回 全日本選手権大会について

百万石リゾートレーン

３月１８～２１日 愛知県 稲沢グランドボウル
↑（１月会議の 10～13 日 訂正）

監 督：渡辺元造（選手兼任）
男 子：２人戦（Ａ）渡辺元造・魚 雅章（Ｂ）杉田正樹・塚 良雄（Ｃ）飴谷 暢・亀田芳彰
３人戦（Ａ）渡辺元造・塚 良雄・魚 雅章
（Ｂ）杉田正樹・飴谷 暢・亀田芳彰
６人戦
杉田正樹・飴谷 暢・亀田芳彰・渡辺元造・塚 良雄・魚 雅章
女 子：２人戦（Ａ）小西寛子・奥村一世（Ｂ）泉 洋子・中村邦子（Ｃ）渡邊絢乃・片岡澄香
３人戦（Ａ）小西寛子・泉 洋子・奥村一世
（Ｂ）渡遥絢乃・片岡澄香・中村邦子
６人戦
渡邊絢乃・片岡澄香・中村邦子・小西寛子・泉 洋子・奥村一世
【９】第１回 石川県シニア選手権大会について ３月２０日 百万石リゾートレーン
◇競技種目 個人戦。
◇競技方法 ①予選６ゲーム、決勝３２名によるトーナメント。（人数により変更も有り）
②男女・年齢の区別なく、ハンディキャップ制を採用する。ハンディは石川県連
アベレージ表（Ｈ２７年１２月現在）による２００アベ基準×１００％とする。
◇参加資格 ＪＢＣ会員で、平成２７年４月１日現在「５０歳以上」であること。
◇参加費
予選３,５００円。トーナメント１回戦毎５００円。準決勝・決勝は無料。
◇褒 賞
１位～３位。
◇申 込
平成２８年３月１２日（土）締切り。
◇備 考
①本大会は石川県におけるシニア部門の選手権者を決定する競技会である。
②１・２位には、次年度「全日本シニア選手権大会」の参加資格及び選手組合わせ
シード権を与える。
【10】第４２回
◇男女別
◇褒 賞
◇参加費
◇申 込
◇大会記録

石川県２人チーム選手権大会について ４月３日 百万石リゾートレーン
９ゲーム。
男女別１位～３位。
１チーム１０,０００円（ジュニア１名４,５００円）
３月２６日（土）締切り。
男子・トータル 4,160（34 回秀峰）・ハイゲーム 556（39 回ホープ）
・ハイシリー1,483（32 回加南）
女子・トータル 3,778（38 回中央）・ハイゲーム 485（26 回白鳳・38 回加南）・ハイシリー1,362（39 回ハンター）

【11】第２５回 石川県実業団競技会 兼 第４２回 全日本実業団産業別選手権大会予選について
４月１７日 百万石リゾートレーン
実業団部に一任。
【12】各リーグの次回日程
◇石 川リーグ
⑧ ３月２７日 リゾートレーン（最終節）
◇実業団リーグ
終 了
◇シニアリーグ
⑪ ２月２１日 ジャンボボール（最終節） ※第 12 節 中止
◇個人リーグ
⑲ ２月 ９日 ジャンボボール ⑳ ２月２３日 リゾートレーン
【13】その他
① 平成２８年度ＪＢＣ会員継続登録を『３月２０日までに』完了して下さい。
② 第１９回 高等学校選手権大会・青森大会が３月２１～２３日青森県アオモリポウルで
男女個人戦・団体戦が実施されます。
男子：浅田光雅（伏見） 田中智之・山本青空（尾山台） 西嶋隼太・木村太亮（金沢）
和田賢斗・竹内悠人・今枝慎太郎・田中笙吾・伊藤公志（小松工業）
女子：塚本詩織・門岡鈴子・増田乃絢・佐藤亜衣・浦莱奈美（伏見） 松田涼香（尾山台）

