
石川県ボウリング連盟 

７月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１８年７月１０日（火）ＰＭ７:３０～ 御経塚グランドボウル

【ｌ】第３９回 北信越国体県予選 結果  ４月１４～６月１６日 リゾート・グランド・クァトロ・コロナ 
  ◇少年男子 第１位 山本 太陽（龍谷）５,５６７   第３位 吉田 龍世（市工）５,３１８ 
        第２位 宮谷 拓海（龍谷）５,４６９ 
  ◇少年女子 第１位 端保 優寧（龍谷）５,１５４   第３位 坂井  結（龍谷）４,３４８ 
        第２位 米田 有希（伏見）５,０９５ 

◇成年男子 第１位 田中 椋也    ５,４１７   第４位 川﨑 拓也    ５,１８０ 
        第２位 岡水 博志    ５,３３２   第５位 前田 知一    ５,０９３ 
        第３位 田中 智之    ５,２６４ 
  ◇成年女子 第１位 小西 寛子    ４,６６８   第４位 泉  洋子    ４,４５８ 
        第２位 大工千加子    ４,６２８   第５位 三浦 啓子    ４,３９７ 
        第３位 奥村 一世    ４,６０９ 
 
 

【２】第５１回 全日本シニア選手権大会 結果       ６月２２～２４日 愛知県 稲沢グランドボウル 
   男子１９名・女子７名が参加。 
  ◇女子マスターシニア 選手権者決定戦 第１位 中村 邦子          ２,１８３ 
  ◇女子マスターシニア ハイゲーム       中村 邦子            ２３５ 
  ◇女子ハイシニア   個人戦     第５位 大丸谷智子          １,２００ 
  ◇男子シニア     ２人チーム戦  第４位 石川Ｂ（泉 真也・東 秀雄） ２,６５７ 
  ◇男子ハイシニア   ハイゲーム       中川 外治（パーフェクト達成）  ３００ 

 ◇出場回数表彰    １５回・中村 邦子  １５回・村上 健 
  ◇選手権者決定戦進出者  泉  真也・中川 外治・大丸谷智子・中村 邦子
 

【３】第５５回 東日本選手権大会 結果         ６月２９～７月１日 三重県 津グランドボウル 
   男子４名・女子４名が参加。 
  ◇女子２人チーム戦 第３位 石川Ａ（小西 寛子・奥村 一世）        ２,４０８ 
  ◇女子ハイゲーム      奥村 一世                     ２７８
 
【４】日本スポーツマスターズ２０１８ 札幌大会 県予選 結果  ６月３０日 レジャラン・７月７日 コロナ 
  男子  第１位 西川外志雄  ２,２２７    第４位 中田 裕己  ２,０５４ 
      第２位 泉  真也  ２,１８３    第５位 蔵野 博久  ２,０３６ 
      第３位 西村 隆政  ２,１５３ 
  女子  第１位 大丸谷智子  ２,２２１    第３位 岡  里美  ２,１３６ 
      第２位 中村 邦子  ２,１７５    第４位 小西真知子  １,８８４
 
【５】第３９回 北信越国体（兼福井国体地区予選）について  ７月２０～２２日 新潟県 サウンドボウル見附店 
  ◇少年男子監督：谷口 一雄  選手：山本 太陽・宮谷 拓海 

 ◇少年女子監督：今川  徹  選手：端保 優寧・米田 有希 
  ◇成年男子監督：渡辺 正広  選手：田中 椋也・岡水 博志・田中 智之・川﨑 拓也 
  ◇成年女子監督：竹田 源作  選手：小西 寛子・大工千加子・奥村 一世・泉  洋子
 
【６】第４２回 全日本中学選手権大会について     ７月２３～２５日 京都府 キョーイチボウル宇治 
  男子１名・女子３名 参加予定



【７】第５１回 全日本新人選手権大会県予選について         ７月２９日 百万石リゾートレーン 
  協議済み。

【８】ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 
   第４２回 全日本高校選手権大会について    ７月３０～８月１日 神奈川県 川崎グランドボウル 
    監 督：今川 徹 
    男 子：山本 太陽・宮谷 拓海・蔵野 勇志（龍谷） 女 子：米田 有希（伏見） 
        鎌谷 純輝・玉田 力也・角  政樹（小松工）    端保 優寧・坂井  結（龍谷） 
        池端慎太郎（伏見）

【９】第９回 全日本小学生競技大会について         ８月４～５日 愛知県 稲沢グランドボウル 
    協議済み。

【10】第３３回 東海北信越高校選手権大会について         ８月 8～9 日 百万石リゾートレーン 
    協議済み。 

【11】第７０回 石川県民体育大会について            ８月１１～１２日 クァトロブーム鹿島 
    協議済み。
【12】２０１８年度 全日本大学・実業団ボウリング王座決定戦 ８月１８～１９日 神奈川県 川崎グランドボウル 

  ２チーム参加。                 
    北陸電力石川 ：和泉 佑耶・渡邊 絢乃・渡邊 元造 

トランテックス：牧田 興紀・吉倉 良彦・益田  彰 

【13】第１８回 北信越地区シニア選手権大会について ８月２５～２６日 福井県 スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 
    監 督：渡辺 正広  選 手：選考中

【14】第４１回 石川県３人チ一ム選手権大会について           ９月９日 百万石リートレーン 
  ◇男女別 ３人×６Ｇ 
  ◇褒 賞 男女別３位まで。（１～６位。Ｈ／Ｇ・Ｈ／Ｓは記録保存） 
  ◇参加費 １チーム・９,０００円（ジュニア１名・２,８００円）  
  ◇申込み ９月１日（土）締め切り

【15】日本スポーツマスターズ２０１８ 札幌大会について ９月１４～１７日北海道 総合レジャーサンコーボウル 

    監  督：永山 順一 
    男子選手：西川外志雄・泉  真也・西村 隆政・中田 裕己 
    女子選手：大丸谷智子・中村 邦子・岡  里美・小西真知子

【16】第５１回 全日本実業団選手権大会県予選について       ９月１６日 百万石リゾートレーン 
    実業団部に一任。

【17】各リーグの次回日程 
 ◇石川ボウリングリーグ  ① ７月２９日 リゾートレーン   ② ８月 ５日 レジャランボウル 
 ◇実業団リーグ      ③ ７月１５日 グランドボウル   ④ ８月２６日 リゾートレーン 
 ◇シニアリーグ      ④ ７月 １日 グランドボウル   ⑤ ８月１９日 クァトロブーム 
 ◇予選リーグ         ７月１８日 クァトロブーム     ８月 １日 リゾートレーン 

【18】その他 
・北信越地区選手権大会 県内選考について 


