
石川県ボウリング連盟 

４月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１７年４月１１日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

 

【１】第３２回（平成２８年度）石川ボウリングリーグ 結果                        （７月～３月 第８節） 

第１位 ＺＥＳＴ   ７１.５（６２,８０７）（２年連続・４回目＜サカタ⇒ＺＥＳＴ＞ 北國新聞写真掲載） 

第２位 金沢Ｊクラブ ６５.０（６１,９６７）   第 ９位 ＡＣＴ・ＯＮＥ ４４.０（５９,８７２） 

第３位 ハンター   ６５.０（６１,８２６）   第 10位 Ａｎｇｅｌｓ  ４４.０（５９,３７６） 

 第４位 金沢ホープ  ５９.０（６１,２０２）   第 11位 漣       ４３.５（５９,４２６） 

 第５位 イーグル   ５６.５（６０,１２２）   第 12位 栄 光     ３２.５（５６,８５５） 

 第６位 ビッグクラブ ５６.０（６１,７８６）   第 13位 ダッグルズ   ３２.０（５７,３５６） 

  第７位 秀 峰    ５１.５（６０,９８９）   第 14位 銀 河     ２８.０（５７,４３８） 

  第８位 白 鳳    ５１.０（５９,７９９）   第 15位 グランシャリオ ２０.５（５１,９６６）
 

 

【２】第５５回 全日本選手権大会 結果                     ３月１７～２０日 愛知県 稲沢グランドボウル 

  男子６名・女子６名が参加。

 

 

【３】第２０回 高等学校選手権・三重大会 結果                   ３月２１～２３日 三重県 アサヒボウル 

  男子４校１０名・女子３校９名が参加。 

＜男子＞◇選手権者決定戦 第２位 守口 勇輝（金沢市立工業）      トーナメント（北國新聞写真掲載） 

第３位 牧田 興紀（小松工業）        トーナメント（北國新聞写真掲載） 

第４位 山本 青空（尾山台）         トーナメント 

◇団体戦     第３位 小松工業 （牧田 興紀・徳田 大輝）  ２,３６８ （北國新聞写真掲載） 

第４位 尾山台  （山田 祐介・山本 青空）  ２,３５２ 

 ＜女子＞◇団体戦     第３位 尾山台  （坂井  結・端保 優寧）  ２,０６９ （北國新聞写真掲載） 

◇個人戦     第３位 端保 優寧（尾山台）          １,２０３ （北國新聞写真掲載）

 

 

【４】第２回 石川県シニア選手権大会（５２名参加・決勝トーナメント）結果             ３月２６日 ジャンボボール 

第１位 中川 外治（ＺＥＳＴ）（初優勝・北國新聞写真掲載） 

第２位 大丸谷智子（白 鳳）         Ｈ／Ｇ 高森 健一（能登支部） ２７７（新記録） 

 第３位 東  秀雄（金沢ホープ）       Ｈ／Ｓ 前田 知一（加南支部） ７４６（新記録）

 

 

【５】第４３回 石川県２人チーム選手権大会 結果                               ４月９日 ジャンボボール 

  ◇男子の部（３５チーム参加） 

    第１位 秀峰Ａ      （川﨑 拓也・田中 椋也）   ４,３３９（新記録・５回目・北國新聞写真掲載） 

第２位 金沢ホープＡ   （吉村 守雄・田中 信一）   ４,１３３ 

    第３位 金沢ホープＢ   （岸   繁・東  秀雄）   ４,１１２ 

    第４位 久世ベローズ工業所（河合 昭彦・田中 智之）   ３,９８５ 

    第５位 漣 Ａ      （中野 幸一・蔵野 博久）   ３,９６８ 

 第６位 秀峰Ｂ      （中田 勝広・山岸 健一）   ３,９５６ 

    Ｈ／Ｇ 秀峰Ａ      （川﨑 拓也・田中 椋也）     ５８８（新記録） 

    Ｈ／Ｓ 秀峰Ａ      （川﨑 拓也・田中 椋也）   １,５０８（新記録） 

  ◇女子の部（１３チーム参加） 

    第１位 ハンターＡ    （平林 幸子・中村 邦子）   ３,７５９（初優勝・北國新聞写真掲載） 

第２位 中央支部Ａ    （泉  洋子・三浦 啓子）   ３,７４７ 

 第３位 白鳳       （横山 小枝・大丸谷智子）   ３,６６９ 

    第４位 加南支部Ａ    （池田ひとみ・茶村小百合）   ３,５３１ 

    第５位 ハンターＢ    （金沢左登美・河村 里穂）   ３,４９３ 

    第６位 中央支部Ｂ    （鈴木 順子・山崎 悦子）   ３,４４４ 

    Ｈ／Ｇ 中央支部Ａ    （泉  洋子・三浦 啓子）     ４８０ 

    Ｈ／Ｓ ハンターＡ    （平林 幸子・中村 邦子）   １,３０７



【６】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県予選について              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）

 

 

【７】第３４回 北信越都市対抗選手権大会について  ５月１３～１４日 福井県 スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 

  各市町で予選実施中。決まり次第報告して下さい。

 

 

【８】第５１回 全日本選抜選手権大会について       ５月１９～２１日 埼玉県 新狭山グランドボウル 

   協議済み。（男子４．女子２）

 

 

【９】ゆ一りんビック２０１７について                  ５月２０～２１日 ジャンボボール 

   協議済み。

 

 

【10】第３８回 北信越国体県予選会について     ４月８日～６月４日 ジャンボボール・リーゾートレーン 

   協議済み。（ジュニア：４／８、４／２２、５／１３、５／２７ 成年：５／２８、６／４）

 

 

【11】第３０回 オールジャパンレディストーナメントについて    ６月２～４日 京都府 しようざんボウル 

  各支部から希望者を募ります。４月２４日（土）までに申し出てください。

 

 

【12】第４３回 全日本実業団産業別選手権大会について    ６月９～１１日 東京都 東大和グランドボウル 

                                           東京都 立川スターレーン 

  ４月１６日の県予選の結果、実業団部で選考。

 

 

【13】第２６回 石川県スポーツリクレーション祭について            ６月１１日 ジャンボボール 

  内容等は例年の通り。委嘱された役員の方は協力をお願いします。

 

 

【14】第５０回 全日本シニア選手権大会について       ６月２３～２５日 愛知県 稲沢グランドボウル 

  シニア部に一任。

 

 

【15】各リーグの次回日程 

◇石川リーグ  ①７月２３日 ジャンボボール      ②８月１３日 【中 止】 

◇実業団リーグ ①５月２１日 ジャンボボール      ②６月１８日 リゾートレーン 

  ◇シニアリーグ ①４月２３日 ジャンボボール      ②５月２１日 リゾートレーン 

  ◇個入リーグ   ４月１１日 ジャンボボール       ４月２５日 リゾートレーン

 

 

【16】その他 

  田中椋也選手（北陸電力石川）が、「ＪＢＣ ２０１７年度 全日本ナショナルチーム」１１名に選出されました。

（北國新聞、ＪＢＣNEWS第 545号に記事・写真掲載） 

 




