
石川県ボウリング連盟 

８月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１７年８月８日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール 

 

【１】第３８回北信越国体（兼愛媛国体地区予選）結果  ７月２１～２３日 福井県 スポーツプラザ ＷＡＶＥ４０ 

◆成年 ◇総 合    第３位 ６１点（１位 長野６７ ２位 福井６２ ４位 富山３０ ５位 新潟１４） 

男子 ◇個人戦    第１位 前田 知一  １,３４９  第４位 川﨑 拓也  １,２７０ 

第３位 田中 椋也  １,２９７  第 12位 渡邊 元造  １,１６１ 

      ◇２人チーム戦 第４位 Ａ（田中 椋也・川﨑 拓也）           ２,４１５ 

              第８位 Ｂ（渡邊 元造・前田 知一）           ２,３２４ 

      ◇団体戦    第１位 渡邊 元造・川﨑 拓也・田中 椋也・前田 知一  ２,５３８ 

  ◆成年 ◇総 合    第２位 ４８点（１位 新潟７７ ３位 富山４６ ４位 福井４５ ５位 長野１８） 

   女子 ◇個人戦    第３位 泉  洋子  １,１７０  第 18 位 三浦 啓子    ９８５ 

              第６位 小西 寛子  １,１２４  第 20 位 渡邊 絢乃    ９５４ 

      ◇２人チーム戦 第４位 Ｂ（泉  洋子・三浦 啓子）           ２,２４５ 

              第９位 Ａ（小西 寛子・渡邊 絢乃）           ２,１２１ 

      ◇団体戦    第１位 小西 寛子・渡邊 絢乃・泉  洋子・三浦 啓子  ２,３１２ 

  ◆少年 ◇総 合    第２位 ２９点（１位 富山３６ ３位 福井２３ ４位 新潟２０ ５位 長野１８） 

   男子 ◇個人戦    第１位 山本 青空 １,１９５   第９位 牧田 興紀  １,００９ 

      ◇団体戦    第２位 山本 青空・牧田 興紀              ２,１６５ 

  ◆少年 ◇総 合    第３位 ２３点（１位 長野３５ ２位 福井３２ ４位 新潟２０ ５位 富山１６） 

   女子 ◇個人戦    第１位 米田 有希 １,０３３   第 10 位 栗原  萌    ８７５ 

      ◇団体戦    第４位 米田 有希・栗原  萌              １,９３９ 

  ※「成年男子」「成年女子」「少年男子」の３種別が愛媛国体出場権を獲得。

【２】第５０回 全日本新人選手権大会県予選 結果               ７月２３日 ジャンボボール 

  ◇成年男子 第１位 大城 康弘 １,２３３  第２位 田中 智之 １,２３２  第３位 篠田  啓 １,０５７ 

 ◇成年女子 ＊＊＊ ＊＊＊ 

  ◇少年男子 第１位 柴田 憲吾 １,１１３  第２位 山本 太陽 １,０２５  第３位 吉田 龍世   ９１１ 

        第４位 蔵野 勇志  ８９４ 

 ◇少年女子 第１位 端保 優寧  ９５０  第２位 坂井  結  ７３０

 

【３】第４１回 全日本中学選手権大会 結果       ７月２４日～２６日 京都府 キョーイチボウル宇治 

    森田 勇輝（山代中学）が参加。

 

【４】第３回 北信越地区実業団競技会 結果（石川県３３名 参加）        ７月２９日 ジャンボボール 

  ◇個人戦  第１位  田中 椋也（北陸電力石川）        １,５２７（ ※ 北國新聞写真掲載 ） 

        第２位  今川  徹（石川県教職員）        １,４８４      〃 

        第４位  田中 智之（久世ベロース工業所）     １,４４２      〃 

        第６位  魚  雅章（北國銀行）          １,４２８      〃 

  ◇ハイケーム     田中 椋也（北陸電力石川）          ２９９      〃 

  ◇ハイシリーズ    田中 椋也（北陸電力石川）          ８４８      〃

 

【５】ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 第４１回 全日本高校選手権大会 結果 

                             ７月３１～８月２日 神奈川県 川崎グランドボウル 

  男子３校７名 女子２校３名が参加。

 

【６】第６９回 石川県民体育大会 結果                     ８月５～６日 ジャンボボール 

  ◇一般の部 男子 団体戦（競技点）             （競技点）              （競技点） 

     第１位 金沢市  ４０   第４位 七尾市  ２４   第７位 羽咋市   １２ 

     第２位 白山市  ３２   第５位 小松市  ２０   第８位 津幡町    ８ 

     第３位 野々市市 ２８   第６位 内灘町  １６ 



◇一般の部 女子 団体戦 （競技点）             （競技点）              （競技点） 

第１位 七尾市   ３０   第４位 津幡町  １８   第７位 野々市市   ９ 

     第２位 金沢市   ２４   第５位 かほく市 １５   第８位 志賀町    ６ 

     第３位 小松市   ２１   第６位 白山市  １２ 

  ◇壮年の部 男子 個人戦       （得点）（競技点）                          （得点）（競技点） 

第１位 太田 一哉（金沢市） ８８３ ２０   第５位 真館  護（内灘町） ７６０ １０ 

      第２位 木下 直弘（小松市） ８８１ １６   第６位 上田 利明（津端町） ７４６  ８ 

第３位 塚  良雄（輪島市） ８１３ １４   第７位 松浦  学（羽咋市） ７４５  ６ 

     第４位 斎藤 孝雄（白山市） ７８５ １２   第８位 越多  弘（野々市市）７３５  ４ 

  ◇壮年の部 女子 個人戦       （得点）（競技点）                          （得点）（競技点） 

     第１位 高野由紀子（かほく市）７４９ １５   第５位 山本 君枝（小松市） ６８９  ７.５ 

     第２位 市川 節子（白山市） ７１７ １２   第６位 上坂トシエ（七尾市） ６７６  ６ 

     第３位 西田冨美子（津幡町） ７０４ １０   第７位 太川とみ子（志賀町） ６５７  ４.５ 

     第４位 山崎 悦子（金沢市） ６９８  ９   第８位 所  順子（野々市市）６２８  ３

 

【７】第８回 全日本小学生競技大会 結果             ８月５～６日 愛知県 稲沢グランドボウル 

    北田結生（４年）・吉田知花（４年）・吉田美咲（６年）・野村美羽（６年）４名が参加。 

  ◇小学校４年生 女子の部 第７位 吉田知花

 

【８】高体連加盟校全国選抜大会 第３２回 東海北信越高校選手権大会について 

                                ８月１２～１３日 岐阜県 コスモボウル羽島 

 協議済み。（男子１６名・女子８名 参加）

 

【９】第１７回 北信越地区シニア選手権大会について     ８月２６～２７日 新潟県 サウンドボウル見附店 

  監督：渡辺 正広 

  選手：（Ａ）中村 邦子・大丸谷智子 （Ｆ）久本 安子・中川 外治 （Ｋ）転正 喜一・安藤 和広 

     （Ｂ）塚  良雄・西川外志雄 （Ｇ）西村 隆政・斉藤 孝雄 （Ｌ）大岩  茂・高根 睦広 

     （Ｃ）出口 洋征・東  秀雄 （Ｈ）岡  里美・高野由紀子 （Ｍ）高森 健一・万砂  覚 

     （Ｄ）前田 良一・村上  健 （１）田中 真一・太田 一哉 （Ｎ）木下 直弘・小西  修 

 （Ｅ）泉  洋子・泉  真也 （Ｊ）倉田 静雄・竹田 源作 （Ｏ）賀戸 秀次・小西真知子

 

【10】第４０回 石川県３人チーム選手権大会について            ９月１０日 百万石リゾートレーン 

  協議済み。（締切り９月２日）

 

【11】第５０回 全日本実業団選手権大会県予選について              ９月１７日 ジャンボボール 

  協議済み。（実業団部一任）

 

【12】第７２回 国民体育大会（笑顔つなぐ愛媛国体）について   ９月２９～１０月５日 愛媛県 キスケボウル 

  成年男子 ＝ 監督：渡辺 正広  選手：田中 椋也・川﨑 拓也・前田 知一・渡邊 元造 

  成年女子 ＝ 監督：竹田 源作  選手：小西 寛子・渡邊 絢乃・三浦 啓子・泉  洋子 

  少年男子 ＝ 監督：棒田 郁夫  選手：山本 青空・牧田 興紀 

 

【13】第８回 東日本シニア競技会について                １０月２０～２２日 ジャンボボール 

  ◆石川県連主管大会のため、全役員・審判員の協力をお願いいたします。

 

【14】第３４回 北信越地区選手権大会について      １０月１４～１５日 富山県 富山地鉄グランドボウル 

  男子＝中央６・能登２・加南２ 計１０チーム  女子＝中央１・能登×加南１ 計２チーム

 

【15】各リーグの次回日程 

    ◇石 川リーグ  ② ９月 ３日 ジャンボボール    ③１０月 １日 リゾートレーン 

◇実業団リーグ  ③ ８月２７日 リゾートレーン    ④１０月２２日 リゾートレーン 

    ◇シニアリーグ  ⑤ ８月２０日 リゾートレーン    ⑥ ９月２４日 リゾートレーン 

    ◇個 人 リ ー グ ８月 ８日 ジャンボボール      ８月２２日 リゾートレーン 

【16】その他 

７月会議【１】全日本シニア選手権者決定戦 第３位 大丸谷智子・第６位中村邦子 

    ＪＢＣnews５４９号に写真掲載されています。


