石川県ボウリング連盟

６月度 月例競技連絡会 (報

告）

２０１６年６月１４日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール
【１】平成２８年度 石川県ボウリング連盟 定期総会 報告
５月１８日１８：３０～
ジャンボボール
髙田会長・北川副会長・榎本理事長…全１９名出席
◇平成２７年度 事業報告・決算報告・監査報告・・・承認
◇平成２８年度 事業計画・予算案・・・・・・・・・承認
◇そ の 他
【２】第３３回 北信越都市対抗選手権大会 結果
５月１４～１５日
７市から４４名が参加
◇４人チーム戦 第５位 金沢市Ａ（大原 啓三・中嶋 修一・河合 昭彦・魚
雅章）
◇４人チーム戦 第６位 金沢市Ｄ（田中 信一・東
秀雄・出口 洋征・浜田 政春）
◇個人戦
第１位 東
秀雄 ２,８１９
第２位 魚 雅章 ２,７３１
◇ハイゲーム
小西
修
２８７
◇ハイシリーズ 小西
修
７８９
【３】第５０回 全日本選抜選手権大会
◇男子２が参加

結果

【４】ゆ－りんピック２０１６ 結果
◇２人チーム戦
第１位 中村邦子・東 秀雄（メーク）１,８１５
第２位 竹田源作・松本久雄（メーク）１,７０３
◇個人戦（５９歳以下男女混合）
第１位 塩本
靖（かほく市）１,１５５
◇個人戦（６０歳以上男子）
第１位 東
秀雄（金沢市） １,５１３
第２位 松本 久雄（野々市市）１,２８５
◇個人戦（６０歳以上女子）
第１位 中村 邦子（内灘町） １,１８１
第２位 松山久美子（七尾市） １,１５３
◇最高齢者表彰
男 子 奥 善治（金沢市）８７才

５月２０～２２日

百万石リゾートレーン

埼玉県 新狭山グランドボウル

５月２１～２２日

ジャンボボール

第３位 木下

晃・広瀬信明（金沢）１,６６６

第３位 寺尾

公男（金沢市）１,２５８

第３位 寺尾

悦子（金沢市）１,１４１

女

好子（金沢市）７７才

【５】第２９回 オールジャパンレディストーナメント
シニアレディス１名が参加
【６】第３７回 北信越国体について（予選６月５日終了）
◇成年男子 監督：渡辺 正広
◇成年女子
選手：川﨑 拓也・清水 正弘
前田 知一・中倉 啓太
◇少年男子 監督：棒田 郁夫
◇少年女子
選手：山本 青空・田中 智之

子 石野

６月３～５日

岐阜県

岐阜グランドボウル

７月２９～３１日 長野県 アピナボウル城山店
監督：永山 順一
選手：大丸谷智子・小西 寛子
平林 幸子・中村 邦子
監督：今川
徹
選手：塚本 詩織・門岡 鈴子

【７】第４２回 全日本実業団産業別選手権大会 結果
６月１０～１２日 福岡県 博多スターレーン
１１チームが参加
（北國新聞 記事・写真 掲載）
◇決勝大会
第９位 北陸電力石川Ａ（渡辺 元造・渡邊 絢乃・田中 椋也）
３,７２７
◇部門別〈Ａ〉第８位 金沢市役所Ａ （奥村 一世・中倉 啓太・清水 正弘）
６,５９８
◇部門別〈Ｂ〉第２位 北陸電力石川Ａ（渡辺 元造・渡邊 絢乃・田中 椋也）
７,２３１
第３位 北國銀行
（中嶋 修一・池田ひとみ・魚
雅章・永山順一）７,１９８
第７位 北陸電力石川Ｂ（木谷 哲也・漬谷 雅広・広瀬 信明）
６,８５２
◇決勝大会進出 北陸電力石川Ａ・澁谷工業・金沢市役所Ａ・北國銀行・津田駒工業
【８】第２５回いしかわスポーツ・リクレーション交流大会 シニアボウリング大会
男子：第１位 深町悦久（金沢）６３３
第２位 太田一哉（金沢）６２９

第３位 氷見正秀（金沢）６２５
第４位 本田茂明（金沢）６１９

結果
６月１２日 ジャンボボール
第５位 後藤省吾（金沢）６１５
第６位 畠 健治（内灘）６０４

女子：第１位 大橋明子（金沢）５４４
第２位 寺尾悦子（金沢）５３５

第３位 三島禮子（金沢）５１７
第４位 石野好子（金沢）４８８

第５位 鈴木順子（金沢）４８３
第６位 所 順子（野々市）４６８

【９】第４８回 全日本シニア選手権大会について
６月２６～２８日 愛知県 稲沢グランドボウル
協議済み（男子：シニア８・グランドシニア８・マスターズシニア１ 女子：シニア４．グランシドシニア４）
【10】第５３回 東日本選手権大会について
監督：渡辺 正広
（４人チーム戦）
選手（男子）：（Ａ）高森 健一・松井 龍雄・山出
（Ｂ）朝山 遥紀・中田 勝広・川﨑
（Ｃ）笠谷
洋・深田 幹基・山村
（Ｄ）渡辺 元造・魚
雅章・飴谷
（Ｅ）羽場 真生・樋口 陽将・中倉
（女子）：（Ａ）宇田 博美・大工千加子・木村
（Ｂ）川村 里穂・千木千恵子・中村

７月１～３日
浩之・岡水 博志
拓也・田中 椋也
達・本田多久斗
暢・渡辺 正広
啓太・清水 正弘
厚子・小西 寛子
邦子・片岡 澄香

【11】第２回 北信越地区実業団競技会について
実業団部に一任

７月２３日

【12】第４０回 全日本中学選手権大会について
期限までに申し出なし

富山県

７月２５～２７日

【13】第４０回 全日本高校選手権大会について
高体連専門部に一任

【15】第６８回 石川県民体育大会について
主管は加南支部 関係役員・審判員の協力をお願いします
【16】第７回 全日本小学生競技大会について
希望選手があれば、なるべく早く県連事務局へ申し出て下さい

８月２７～２８日

キョーイチボウル宇治

神奈川県 川崎グランドボウル

７月３１日

百万石リゾートレーン

８月６～７日

百万石リゾートレーン

８月６～７日

【17】第３２回 東海北信越地区高校選手権大会について
役員・審判員等委嘱がありましたら、協力をお願いします

富山地鉄ゴールデンボウル

京都府

７月２８～２９日

【14】第４９回 全日本新人選手権大会県予選について
協議済み

【18】第１６回 北信越地区シニア選手権大会について
シニアリーグ参加選手から選出

富山県 富山地鉄ゴールデンボウル
（２人チーム戦）
（Ａ）岡水・松井（Ｂ）山出・高森
（Ｃ）朝山・中田（Ｄ）川崎・田中
（Ｅ）笠谷・深田（Ｆ）山村・本田
（Ｇ）渡辺・魚 （Ｈ）飴谷・渡辺
（Ｉ）羽場・樋口（Ｊ）中倉・清水
（Ａ）宇田・大工（Ｂ）木村・小西
（Ｃ）川村・片岡（Ｄ）千木・中村

愛知県

稲沢グランドボウル

８月８～９日

富山県

ジャンボボール

富山地鉄ゴールデンボウル

【19】日本スポーツマスターズ２０１６ 秋田大会ついて ９月２３～２６日 秋田県 ラウンドワンスタジアム秋田店
監督：竹田 源作
選手：蔵野 博久・魚
雅章・西村 隆政・河合 昭彦
三浦 啓子・泉
洋子・有田登美子・
【20】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
②６月１９日 リゾートレーン
③７月１７日 ジャンボボール
◇シニアリーグ
③６月１９日 ジャンボボール
④７月２４日 リゾートレーン
◇個人リーグ
⑤６月１４日 ジャンボボール
⑥６月２８日 リゾートレーン
【21】その他
① 県高校総体が６月２～３日（ジャンボボール）実施されました。詳細その他知りたい方は棒田理事・
今川高体連専門委員長（伏見高）にお尋ね下さい。

