石川県ボウリング連盟

３月度 月例競技連絡会 (報

告）

２０１７年３月１４日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール
【１】第４２回 石川県実業団選手権大会 結果
２７チーム 参加
◆団体戦 第１位 金沢市役所Ａ （清水 正弘・中倉
第２位 金沢市役所Ｂ （梅本 秀一・吉田
第３位 津田駒工業Ｂ （野村
潤・北川
第４位 北國銀行Ａ
（中嶋 修一・魚
第５位 コマツ粟津Ａ （横山 義雄・前出
第６位 北陸電力石川Ａ（渡邊 元造・渡邊
Ｈ／Ｇ コマツ粟津Ａ （横山 義雄・前出
Ｈ／Ｓ 金沢市役所Ａ （清水 正弘・中倉
◆個人戦 第１位 渡邊 元造（北陸電力石川）２,７６４
第２位 前出 雅裕（コマツ粟津） ２,７３２
第３位 清水 正弘（金沢市役所） ２,６６８
第４位 田中 椋也（北陸電力石川）２,６４４
【２】平成２８年度 シニアリーグ
（T）

結果

２月１９日

百万石リゾートレーン

※ 団体・個人優勝者 北國新聞写真掲載
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昭彦（久世ベローズ）２,６２２
秀一（金沢市役所） ２,６０４
元造（北陸電力石川）
２７９
椋也（北陸電力石川）
７２３

（４月～２月 全第１１節）

（P）（G）（AV）（H/G）（H/S）

（T）

（P）（G）（AV）（H/G）（H/S）

第 1 位 前田 知－ 14,713 460 60 222.8 298 768
第 6 位 大丸谷智子 13,022 340 66 191.8
第 2 位 萩澤 俊治 13,426 375 66 188.1 284 677
第 7 位 賀戸 秀次 13,003 345 66 172.7
第 3 位 田中 信一 13,351 330 66 196.0 259 719
第 8 位 高野由紀子 13,000 265 66 183.0
第4位 泉
真也 13,301 330 60 201.2 290 763
第 9 位 渡辺 正広 12,928 305 66 181.8
第 5 位 木下
晃 13,055 310 66 191.8 290 692
第 10 位 出口 洋征 12,855 340 66 189.6
男子Ｈ／Ｇ 前田 知一
２９８
Ｈ／Ｓ 前田 知一・転正喜一 ７６８
女子Ｈ／Ｇ 大丸谷智子・中村 邦子 ２６８
Ｈ／Ｓ 高野由紀子
６８７
全参加 萩澤 俊治・田中 信一・木下
晃・大丸谷智子・賀戸 秀次・高野由紀子・渡辺 正広
出口 洋征・倉田 静男・小川 清志・瀧田 秀明

【３】平成２８年度
◇男子 第１位
第２位
第３位
第４位
第５位
◇女子 第１位
第２位
第３位
第４位
第５位

石川県選手権者決定戦 結果
田中 椋也（北陸電力石川）
田中 智之（秀
峰）
山岸 健一（秀
峰）
魚
雅章（北國銀行）
朝山 遥紀（秀
峰）
泉
洋子（銀
河）
中村 邦子（ハンター）
大丸谷智子（白
鳳）
金沢左登美（ハンター）
小西 寛子（中央支部）

268
243
255
256
239

673
640
687
661
700

３月１２日 ジャンボボール
（２年連続２回目

北國新聞写真掲載）

第６位
Ｈ／Ｇ
Ｈ／Ｓ

高根 睦広（ハンター）
田中 椋也（北陸電力石川）２７９
田中 智之（秀
峰）
７９１

第６位
Ｈ／Ｇ
Ｈ／Ｓ

平林 幸子（ハンター）
泉
洋子（銀
河）
中村 邦子（ハンター）

（初優勝

北國新聞写真掲載）

２５６
６４０

【４】第５５回 全日本選手権大会について
３月１７～２０日 愛知県 稲沢グランドボウル
監 督：魚 雅章（選手兼任）
男 子：２人＝Ａ：川﨑拓也・田中椋也
Ｂ：田中智之・中越純矢 Ｃ：山岸健一・魚 雅章
３人＝Ａ：山岸健一・中越純矢・魚 雅章
Ｂ：田中椋也・田中智之・川﨑拓也
６人＝
山岸健一・中越純矢・魚 雅章・田中椋也・田中智之・川崎拓也
女 子：２人＝Ａ：河村里穂・小西寛子 Ｂ：片岡澄香・渡邊絢乃 Ｃ：岡 里美・高野由紀子
３人＝Ａ：河村里穂・岡 里美・小西寛子
Ｂ：片岡澄香・高野由紀子・渡邊絢乃
６人＝
片岡澄香・高野由紀子・渡邊絢乃・河村里穂・岡 里美・小西寛子

【５】第２回 石川県シニア選手権大会について
協議済み。（３月１８日締切り）

３月２６日 ジャンボボール

【６】第４３回 石川県２人チーム選手権大会について
協議済み。（３月２５日締切り）

４月９日 ジャンボボール

【７】第２７回 石川県実業団競技会 兼 第４３回 全日本実業団産業別選手権大会予選について
４月１６日 百万石リゾートレーン
協議済み。（実業団部に一任）
【８】第３４回 北信越地区都市対抗選手権大会について ５月１３～１４日 福井県
要項到着次第、支部割り当て予定。

スポーツプラザ WAVE40

【９】第５１回 全日本選抜選手権大会について
有資格者の中から、順次受付予定。

新狭山グランドボウル

５月１９～２１日

埼玉県

【１０】ゆ一りんビック２０１７について
５月２０～２１日 ジャンボボール
◇大会日程 ２０日１３時００分 ６０才以上２人チーム戦（男女混可）
４ゲーム
２１日１０時００分 ５９才以下男女・６０才以上男女個人戦 ６ケーム
◇ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ 60－69 歳：男 0・女 15、70－74 歳：男 5・女 20、75－79 歳：男 10・女 25、80 歳以上：男 15、女 30
◇褒
賞 ①２人チーム戦１位～３位
②個人戦１位～３位 ③最高齢者賞（男・女）
◇参加費
①２人チーム戦３,０００円 ②個人戦２,３００円
◇申し込み ４月２０日（木）までに、各市町担当課に申し込むこと。
◇その他
①チーム戦は１人でも申し込みできるが、チーム編成は主催者に一任。
②「ねんりんビック２０１７」大会の、ボウリング競技はありません。
【１１】第３８回 北信越国体石川県予選について
【ジュニアの部】
◇日 時【Ｉ】４月 ８日（土）リゾート １０：００ 【Ⅱ】４月２２日（土）ジャンボ １０：００
【Ⅲ】５月１３日（土）リゾート １０：００ 【Ⅳ】５月２７日（土）ジャンボ １２：００
◇競技種別 男子・女子。 ※各回とも、スタート０３０分前までに受付を完了すること。
◇競技方法 個人戦各回６ゲーム。合計２４ゲームのトータルピンで決定する。
◇予選通過 男女各２名を北信越国体（７月２１～２３日・福井県）の強化候補選手とする。
◇参加資格 ＪＢＣのジュニア会員であり、４月現在１８才未満のもの。（ただし中学３年から出場できる）
◇申し込み 「所定の申込用紙」に記入して、４月８日（土）までに、石川県連に提出すること。
◇参加費
４,５００円。（参加料・レーン使用料）※初日の受付の際に納入すること。
【成年の部】
◇日 時 【Ｉ】５月２８日（日）ジャンボ ８：００ 【Ⅱ】６月 ４日（日）リゾート ９：００
◇競技種別 男子・女子。
◇競技方法 個人戦各回１２ゲーム。合計２４ゲームで順位を決定する。
◇予選通過 男女の上位４名を北信越国体（７月２１～２３日・福井県）に派遣する。
◇参加資格 ①石川県連会員であること。 ②国体総則５による。
◇申し込み「所定の申込用紙」に記入して、５月２１日（土）までに所属支部に提出すること。
◇参加費 １３,０００円。※初日の受付の際に納入すること。
◇その他 県代表に決定後は、県連指定の強化練習に必ず参加すること。
【１２】各リーグの次回日程
◇石川リーグ
⑧３月１９日
◇実業団リーグ ①５月２１日
◇シニアリーグ ①４月２３日
◇個入り－グ
３月１４日
【１３】その他

ジャンボボール（最終節） ①７月２３日ジャンボボール
ジャンボボール
②６月１８日リゾートレーン
ジャンボボール
②５月２１日リゾートレーン
ジャンボボール
３月２８日リゾートレーン

