
石川県ボウリング連盟 

５月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１６年５月１０日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール 

 

【１】 第２６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県予選 結果 

（２６チーム参加）                   ４月１７日 百万石リゾートレーン 
１～３位 北國新聞 写真掲載  

    第１位  久世ベローズ工業所（河合 昭彦・南谷  勝・松浦  弘） ５,４７６ 

    第２位  金沢市役所Ａ   （奥村 一世・松原 真珠・石野 一次） ５,４２５ 

    第３位  石川県教職員Ａ  （森田 正秀・小島  勝・今川  徹） ５,４１２ 

    第４位  津田駒工業Ａ   （大原 啓三・北川 裕治・野村  潤） ５,３７５ 

    第５位  北國銀行Ａ    （中嶋 修一・池田ひとみ・魚  雅章） ５,２８３ 

    第６位  北陸電力石川Ｂ  （中田 智広・漬谷 雅広・広瀬 信明） ５,２４６ 

    第７位  環境開発     （竹井  満・山森 正治・山内 雄大） ５,２０６ 

    第８位  澁谷工業Ａ    （大塚  淳・永原  到・得地喜代志） ５,１８９ 

    第９位  コマツ粟津Ａ   （前出 雅裕・東江富美雄・横山 義雄） ５,１４７ 

    第 10位 北陸電力石川Ａ  （木谷 哲也・渡遥 絢乃・田中 椋也） ５,０７８ 

    第 11位 コマツ粟津Ｂ   （墨屋  肇・茶村小百合・中川 達也） ４,９９５ 

    第 12位 金沢市役所Ｂ   （梅本 秀一・中村 和弘・白木  武） ４,９７９ 

    Ｈ／Ｇ  澁谷工業Ａ    （大塚  淳・得地喜代志・永原  到）   ６７６ 

    Ｈ／Ｓ  久世ベローズ工業所（河合 昭彦・南谷  勝・松浦  弘） １,８９１

 

【２】第３３回 北信越都市対抗選手権大会について ５月１４～１５日     百万石リゾートレーン 

    総監督 ： 廣岡 唯夫 

    輪島市 ： 大工 千加子・塚  良雄 ・高森 健一 ・万砂  覚 

    七尾市 ： 木村 厚子 ・松井 龍雄 ・西野 正浩 ・岡水 博志 

          仲島 安昭 ・渡辺 外志子・高尻 純一 ・渡辺 正広 

    金沢市 ： 田中 信一 ・東  秀雄 ・奥村 一世 ・浜田 政春 

北村  忠 ・瀧田 秀明 ・音地 豊子 ・川上 秀則 

大原 啓三 ・三浦 啓子 ・河合 昭彦 ・魚  雅章 

          朝山 遥紀 ・中越 純矢 ・茶林 祥平 ・川崎 拓也 

    野々市市： 岩本 清兼 ・岡  里美 ・津田 吉哲 ・松本 英将 

    能美市 ： 亀田 芳彰 ・中田 直之 ・森  光明 ・源川 義弘 

    小松市 ： 木下 直弘 ・東江 冨美雄・笠谷  洋 ・深田 幹基 

    加賀市 ： 小西  修 ・車  富記雄・横山 義雄 ・西村 隆政

 

【３】第５０回 全日本選抜選手権大会について ５月２０～２２日   埼玉県 新狭山グランドボウル 

    協議済み。（男子２名、女子１名 参加）

 

【４】ゆ一りんビック２０１６について ５月２１～２２日             ジャンボボール 

    協議済み。

 

【５】第２９回 オールジャパンレディストーナメントについて ６月３～５日 岐阜県 岐阜グランドボウル 

    選考中。

 

【６】第３７回 北信越国体県予選について ４月９日～６月５日   ジャンボボール・リゾートレーン 

    予選実施中。（６月５日【成年Ⅱ（ジャンボボール）】をもって全日程終了） 

 

【７】第４２回全日本実業団産業別選手権大会について ６月１０～１２日  福岡県 博多スターレーン 

 Ａ部門＝金沢市役所Ａ・金沢市役所Ｂ・石川県教職員 

 Ｂ部門＝北國銀行・北陸電力石川Ａ・北陸電力石川Ｂ 

 Ｄ部門＝久世ベローズエ業所・津田駒工業・澁谷工業・コマツ粟津工場・トランテックス 

 

 

 



【８】第２５回 県民スポレク祭・シニア（６０歳以上）ボウリング大会について 

６月１２日ジャンボボール 

  ◇競 技 受付＝９:００～９:４０ 競技＝１０:００～１２:３０ 

       男女別個人戦３ゲーム。男女とも１ゲームにつき次のハンディを与える。 

       ６５～６９歳： ５点  ７０～７４歳：１０点。 ７５～７９歳：１５点。 

８０～８４歳：２０点。 ８５歳以上＝５歳毎に２０点十５点。（４月１日現在の年齢） 

  ◇参加費 １人６００円。 

  ◇表 彰 （１）１～６位に賞状。 （２）７０歳以上にスポレク賞。 

  ◇申 込 ５月３１日（火）までに県連事務所へ。（申込用紙は県連事務所前にあります。） 

  ◇その他 （１）参加者はユニフォーム又はボウリングに適した服装で参加すること。 

       （２）競技中はボウラーズベンチ内での飲食は禁止する。 

       （３）大会中の負傷等については、会場内についてのみ応急処置を行う。

 

【９】第４９回 全日本シニア選手権大会について ６月２４～２６日  愛知県 稲沢グランドポウル 

    監 督        渡辺 正広 

    男子シニア      永原  到 ・瀧田 秀明 ・西村 隆政 ・前田 知一・ 

               泉  真也 ・東  秀雄 ・堂前 秀雄 ・田中 信一 

    男子グランドシニア  前田 良一 ・川上 秀則 ・塚  良雄 ・西川 外志雄・ 

               的場 順一 ・斎藤 孝雄 ・倉田 静雄 ・竹田 源作 

 男子マスターシニア  藤本 外茂夫 

    女子シニア      泉  洋子 ・久本 安子 ・音地 豊子 ・高野 由紀子 

 女子グランドシニア  中村 邦子 ・大丸谷智子 ・有田 登美子・小西 真知子

 

【10】第５３回 東日本選手権大会について ７月１～３日     富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

    個人リーグ参加選手の中から選出。

 

【11】第２回 北信越地区実業団競技大会について ７月２３日   富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

    実業団部に一任。

 

【12】第４０回 全日本中学選手権大会について ７月２５～２７日   京都府 キョーイチボウル宇治 

    推薦選手があれば、早期に県連事務局へ申し出て下さい。

 

【13】第３７回 北信越国体（県岩手国体地区予選）について ７月２９～３１日 長野県 アピナボウル城山店 

    ４月９日～６月５日まで実施中の県予選会終了後、県代表を決定します。

 

【14】第４９回 全日本新人選手権大会県予選について       ７月３１日 百万石リゾートレーン 

    ◇競 技  男女別個人戦６ゲーム。１６：００スタート。 

    ◇参加費  ３,０００円。（少年：２,８００円） 

    ◇申込み  当日会場にて受付。

 

【15】各リーグの次回日程 

    ◇石川ボウリングリーグ ①７月３１日 リゾートレーン  ②９月 ４日 ジャンボボール 

    ◇実業団リーグ     ①５月２２日 ジャンボボール  ②６月１９日 リゾートレーン 

    ◇シニアリーグ     ②５月２２日 リゾートレーン  ③６月１９日 ジャンボボール 

    ◇個人リーグ       ５月１０日 ジャンボボール   ５月２４日 リゾートレーン

 

【１６】 その他 

①県連２８年度総会が、５月１７日（火）６:３０～ジャンボボールで開催されます。 

   ②県高校総体が、６月２～３日（木・金）ジャンボボールで開催されます。 


