石川県ボウリング連盟

５月度 月例競技連絡会 (報

告）

２０１７年５月９日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール
【１】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（２７チーム）結果 ４月１６日
百万石リートレーン
第１位 金沢市役所Ａ
（奥村 一世・松原 真珠・中倉 啓太・清水 正弘）５,８６６（北國新聞写真掲載）
第２位 北國銀行Ａ
（中嶋 修一・池田ひとみ・魚
雅章）
５,７２３（北國新聞写真掲載）
第３位 久世ベローズ工業所Ａ（河合 昭彦・南谷
隆・田中 智之）
５,７０８（北國新聞写真掲載）
第４位 トランテックスＡ
（松本 英将・益田
彰・奥野 民夫）
５,６６８
第５位 津田駒工業Ａ
（大原 啓三・北川 裕治・野村
潤）
５,６２７
第６位 北陸電力石川Ａ
（木谷 哲也・渡邊 絢乃・田中 椋也）
５,５９５
第７位 コマツ粟津Ａ
（前出 雅裕・中川 達也・横山 義雄）
５,４２１
第８位 石川県教職員Ａ
（森田 正秀・小島
勝・今川
徹）
５,３０１
第９位 環境開発
（竹井
満・小谷 拓也・山森 正治・山内 雄大）５,２６８
第 10 位 金沢市役所Ｂ
（梅本 秀一・吉田 伸也・中村 和弘・白木
武）５,１６３
第 11 位 北陸電力石川Ｂ
（広瀬 信明・安田 昌樹・濱谷 雅広）
５,１４１
第 12 位 澁谷工業Ｂ
（大塚
淳・得地喜代志・永原
到）
５,１２８
Ｈ／Ｇ 久世ベローズ工業所Ａ（河合 昭彦・南谷
隆・田中 智之）
７２３
Ｈ／Ｓ 津田駒工業Ａ
（大原 啓三・北川 裕治・野村
潤）
２,０９０
【２】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
監 督：谷口 一雄
輪島市：
１（左１）大工千加子・２（左２）塚
良雄・３（右１）高森 健一・４（右２）万砂
覚
七尾市：
１（左１）木村 厚子・２（左２）岡水 博志・３（右１）西野 正浩・４（右２）松井 龍雄
金沢市：Ａ＝１（左１）中田 勝広・２（左２）音 祐太郎・３（右１）中越 純矢・４（右２）田中 智之
Ｂ＝１（左１）前田 良一・２（左２）斉藤 孝雄・３（右１）矢田 静雄・４（右２）村上
健
Ｃ＝１（左１）中嶋 修一・２（左２）大原 啓三・３（右１）河合 昭彦・４（右２）魚
雅章
Ｄ＝１（左１）川﨑 拓也・２（左２）宮村 夏輝・３（右１）山岸 健一・４（右２）田中 椋也
Ｅ＝１（左１）田中 信一・２（左２）東
秀雄・３（右１）高根 睦広・４（右２）中倉 啓太
能美市：
１（左１）森
光明・２（左２）中田 直之・３（右１）吉田 伸也・４（右２）源川 義弘
加賀市：
１（左１）横山 義雄・２（左２）西村 隆政・３（右１）小西
修・４（右２）車 富記雄

【３】第５１回 全日本選抜選手権大会について ５月１９～２１日
協議済み。出場選手 男子４名、女子２名。
【４】ゆ一りんビック２０１７について
協議済み。

５月２０～２１日

埼玉県 新狭山グランドボウル

ジャンボボール

【５】第３８回 北信越国体県予選について ４月８日～６月４日
ジャンボボール・リゾートレーン
予選実施中。（６月４日の成年Ⅱ（リゾートレーン）をもって全日程終了）
【６】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 しょうざんボウル
出場選手確認中。
【７】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・立川スターレーン
Ａ部門：金沢市役所Ａ・石川県教職員・金沢市役所Ｂ
Ｂ部門：北國銀行・北陸電力石川Ａ・環境開発・北陸電力石川Ｂ
Ｄ部門：久世ベローズエ業所・トランテックス・津田駒工業・コマツ粟津工場・澁谷工業

【８】第２６回 石川県スポーツレクレーション祭について ６月１１日
内容等は例年の通りです。委嘱された役員の方は協力をお願いします。
【９】第５０回 全日本シニア選手権大会について

６月２３～２５日

監 督：渡辺 正広（選手兼任）
男子シニア：Ａ＝（１）西村 隆政・（２）前田 知一
Ｃ＝（１）中川 外治・（２）田中 信一
ハイシニア：Ａ＝（１）前田 良一・（２）村上
健
Ｃ＝（１）倉田 静雄・（２）竹田 源作
マスターシニア：藤本外茂夫
女子シニア：Ａ＝（１）久本 安子・（２）泉
洋子
ハイシニア：Ａ＝（１）中村 邦子・（２）大丸谷智子

【10】第５４回 東日本選手権大会について
個人リーグ参加選手から選出。

ジャンボボール

愛知県 稲沢グランドボウル

Ｂ＝（１）泉
Ｄ＝（１）永原
Ｂ＝（１）塚
Ｄ＝（１）渡辺

真也・（２）東
秀雄
到・（２）木下 直弘
良雄・（２）斎藤 孝雄
正広・（２）大岩
茂

Ｂ＝（１）岡
里美・（２）髙野由紀子
Ｂ＝（１）小西真知子・（２）有田登美子

６月３０日～７月２日

福島県 ボウルアピア郡山

【11】第３８回 北信越国体（兼愛媛国体地区予選）について ７月２１～２３日 福井県 スポーツプラザＷＡＶＥ40
県予選終了後、県代表を決定します。
【12】第５０回 全日本新人選手権大会県予選について ７月２３日
◇競 技 男女別個人戦６ゲーム。１６：００スタート。
◇参加費 ３,０００円。（ジュニア２,５００円）
◇申 込 当日会場にて受付。
【13】第４１回 全日本中学選手権大会について ７月２４～２６日
推薦選手があれば、早期に県連事務局へ申し出て下さい。
【14】第３回 北信越地区実業団競技大会について
実業団部に一任。

ジャンボボール

京都府 キョーイチボウル宇治

７月２９日

ジャンボボール

【15】第４１回 全日本高等学校選手権大会について ７月３１～８月２日 神奈川県 川崎グランドボウル
高体連部に一任。
【16】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

②９月

３日

ジャンボボール

◇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

①５月２１日

リゾートレーン

②６月１８日

ジャンボボール

ジャンボボール

５月２３日

リゾートレーン

◇個入リーグ

５月

９日

【17】その他
① ジャンボボールは、２０１８年３月末日で営業を終了することをプレス発表しました。
② 石川県高校総体が、６月１～２日（木～金）ジャンボボールで開催されます。
③ 加南支部 前田知一選手が、第３回世界シニア選手権大会２０１７（8 月 13～20 日 ドイツ
ミュンヘン ドリーム ボウル パレス）の日本代表選手に選考されました。

