【 石川県３人チーム選手権大会 】
備

考：優勝回数は単一クラブのみを対象(平成６年決定事項)

◇第 １回（昭和５４年度） 昭和５４年 ６月２４日
百万石リゾートレーン
男子 ダッグルズＣ （島部 邦教・吉田日出岐・笠間 静治） ５,１２７ 初優勝
女子 石 川 Ａ
（池田 洋子・瀬川三葉子・宮口 清子） ４,５２８
◇第 ２回 記録なし
◇第 ３回 記録なし
◇第 ４回（昭和５７年度） 昭和５７年１０月３１日
ジャンボボール
男子 ダッグルズＡ （村上
健・矢田 静雄・油
光清） ５,２７５
女子 石 川 Ｂ
（隈田佳代子・富永 良子・山根 静子） ４,５９９
◇第 ５回記録なし
◇第 ６回（昭和５９年度） 昭和５９年 ４月１９日
ジャンボボール
男子 ダッグルズＡ （池野 栄良・油
光清・村上
健） ５,３２８
女子 石 川 Ｂ
（米田 淳子・瀬川三葉子・石谷すず子〉 ４,５３５

２回目・新記録
新記録

３回目・新記録

◇第 ７回（昭和６０年度） 昭和６０年 ４月２１日
百万石リゾートレーン
男子 白 鳳 Ａ
（大原 啓三・井上 照一・川畑 照雄） ５,３１８ 初優勝
女子 金 沢 Ａ
（細川 一江・越村寿美恵・坂本 敏子） ４,７７１ 新記録
◇第 ８回（昭和６１年度） 昭和６１年 ４月２０日
百万石リゾートレーン
男子 加南支部Ｂ
（大友 昭雄・大橋 良三・塩村
猛） ５,３７９ 新記録
女子 石 川 Ｄ
（池田 洋子・越村寿美恵・宮田 桂子） ４,７９５ 新記録
◇第 ９回（昭和６２年度） 昭和６２年 ４月１９日
ジャンボボール
男子 白 鳳 Ａ
（大原 啓三・松江 知一・川畑 照雄） ５,６２８
女子 石 川 Ｆ
（米田 淳子・室田 栄子・石谷すず子） ４,５６２

２回目・新記録

◇第１０回（昭和６３年度） 昭和６３年 ４月１７日
松任ボウル
男子 坂 田 Ａ
（端
輝夫・坂田 善信・竹田 源作） ５,５１２
女子 石 川 Ｅ
（池田 洋子・細川 一江・越野 淳子） ４,７１７

初優勝

◇第１１回（平成 元年度） 平成 元年 ４月１６日
百万石リゾートレーン
男子 加南支部Ａ
（越田 敏之・丸山 育緒・池田 清次） ５,６７０ 新記録
女子 石 川 Ａ
（油
るり・山口加代子・坂本 敏子） ４,８２４ 新記録
◇第１２回（平成 ２年度） 平成 ２年 ４月１５日
ジャンボボール
男子 白 鳳 Ａ
（大原 啓三・馬場 時則・川畑 照雄） ５,３５７
女子 石 川 Ｆ
（池田 洋子・山本 君枝・坂本 敏子） ４,６６３
◇第１３回（平成 ３年度） 平成 ３年 ４月２１日
ビッグボウル
男子 ビッグ Ａ
（幸森 利昭・川上 秀則・前田 良一） ５,３６５
女子 金 沢 Ａ
（越村寿美恵・永井 裕子・油
るり） ４,７２０
◇第１４回（平成 ４年度） 平成 ４年 ５月３１日
百万石リゾートレーン
男子 コマツＡ
（越田 敏之・稲村 敏勝・牧野 健裕） ＊＊＊
女子 石 川 Ｄ
（近藤 栄里・富永 良子・中野 和美） ＊＊＊
◇第１５回（平成 ５年度） 平成 ５年 ５月３０日
ジャンボボール
男子 秀 峰
（田川 真二・大保 新一・山本 敏久） ５,２２４
女子 栄 光
（石谷すず子・島田 久子・坂本 敏子） ４,７３１

新記録

初優勝
初優勝

◇第１６回（平成 ６年度） 平成 ６年 ５月２９日
百万石リゾートレーン
男子 白 鳳 Ｃ
（前田 克典・山口 秀勝・川畑 照雄） ５,６０７ ４回目
女子 栄 光 Ａ
（石谷すず子・島田 久子・坂本 敏子） ５,０８５ ２年連続２回目・新記録

◇第１７回（平成 ７年度） 平成 ７年 ４月２３日
ジャンボボール
男子 白 鳳
（前田 克典・馬場 時則・川畑 照雄） ５,２２４
女子 栄 光
（島田 久子・石谷すず子・坂本 敏子） ４,６９５

２年連続５回目

◇第１８回（平成８年度） 平成 ８年 ４月２８日
百万石リゾートレーン
男子 白 鳳 Ａ
（前田 克典・馬場 時則・川畑
雄） ５,７３３
女子 白 鳳
（南出 恵子・大丸谷 香・釣見裕紀子） ４,８７０

３年連続６回目・新記録

◇第１９回（平成 ９年度） 平成 ９年 ４月２７日
ジャンボボール
男子 ダッグルズＢ （中村 亜樹・安田 昌樹・今川
徹） ５,２５８
女子 中央支部Ｂ
（佐野 真紀・安田 美樹・中村由香里） ５,０１９

４回目

３年連続３回目

初優勝

◇第２０回（平成１０年度） 平成１０年 ４月２６日
百万石リゾートレーン
男子 ダッグルズＡ （中村 亜樹・村上
健・安田 昌樹） ５,８０８ ２年連続５回目・新記録
女子 白 鳳
（大丸谷 香・福光 久子・南出 恵子） ５,１５５ ２回目・新記録
◇第２１回（平成１１年度） 平成１１年 ４月２５日
ジャンボボール
男子 秀 峰 Ａ
（山岸 健一・竹元 貴洋・松本 英将） ５,９７９
女子 ダッグルズ
（佐野 真紀・国原
梢・中村由香里） ４,９９５

２回目・新記録
初優勝

◇第２２回（平成１２年度） 平成１２年 ４月２３日
百万石リゾートレーン
男子 秀 峰 Ａ
（山岸 健一・竹元 貴洋・松本 英将） ５,５９３ ２年連続３回目
女子 中央支部Ｂ
（新町 美雪・川上 麻紀・乙丸美和子） ５,０９４
◇第２３回（平成１３年度） 平成１３年 ４月２２日
ジャンボボール
男子 イーグルＡ
（粟倉
章・能任 幸一・八坂 正則） ５,７９１
女子 栄 光 Ａ
（岡沢亜寿砂・長谷川芳江・坂本 敏子） ５,１３３

初優勝
初優勝

【要項改正：予選・決勝制導入】
◇第２４回（平成１４年度） 平成１４年 ４月２８日
百万石リゾートレーン
男子 カオスＢ
（瀧音 敏樹・八崎
優・松井 龍雄） ５,８７５ 初優勝
女子 中央支部Ｃ
（小西 寛子・前川二三子・小西真知子） ５,０２７
◇第２５回（平成１５年度） 平成１５年 ４月２７日
ジャンボボール
男子 カオスＤ
（岩本 健蔵・松井 龍雄・山森 健三 ） ５,８２９
女子 中央支部Ａ
（新町 美雪・乙丸美和子・大久保由紀子） ５,０９７

２年連続２回目

◇第２６回（平成１６年度） 平成１６年 ４月２５日
百万石リゾートレーン
男子 秀 峰 Ａ
（山岸 健一・竹元 貴洋・松本 英将） ５,８９７ ４回目
女子 中央支部Ｃ
（菊地由樹子・大沢 允子・中村 邦子） ５,００４
◇第２７回（平成１７年度） 平成１７年 ４月２４日
ジャンボボール
男子 ハンターＢ
（中山 真生・平林 米作・越田 義人） ５,３７０
女子 中央支部Ｃ
（新町 美雪・安藤 麻紀・乙丸美和子） ５,０１５

初優勝
２回目

◇第２８回（平成１８年度） 平成１８年 ４月２３日
百万石リゾートレーン
男子 ダッグルズＡ （渡辺 元造・山本 大輔・村上
健） ６,０８３ ６回目・新記録
女子 栄 光
（岡沢亜寿砂・石谷すず子・長谷川芳江） ５,０７１ ５回目
◇第２９回（平成１９年度） 平成１９年 ４月２２日
ジャンボボール
男子 漣 Ａ
（福岡
忠・山口 武雄・中野 幸一） ６,００２
女子 栄 光
（岡沢亜寿砂・辻阪 明美・長谷川芳江） ５,２０１

初優勝
２年連続６回目・新記録

◇第３０回（平成２０年度） 平成２０年 ４月２０日
百万石リゾートレーン
男子 栄 光
（転正 喜一・本田 知浩・本田 茂明） ５,９０７ 初優勝
女子 中央支部Ｄ
（北村 光彩・佐野 真紀・石畠亜紀子） ５,２７５ 新記録

◇第３１回（平成２１年度） 平成２１年 ４月１２日
ジャンボボール
男子 秀 峰 Ａ
（大橋 久博・川﨑 拓也・岡水 博志） ６,０３４
女子 中央支部Ａ
（荻久保 栄・久本 安子・有田登美子） ５,０８４

５回目

◇第３２回（平成２２年度） 平成２２年 ４月１１日
百万石リゾートレーン
男子 金沢市役所Ａ （梅本 秀一・中倉 啓太・清水 正弘） ５,７６６ 初優勝
女子 ハンタ一Ａ
（塚本絵里子・江川 真理・中村 邦子） ５,１８９ 初優勝
◇第３３回（平成２３年度） 平成２３年 ４月 ３日
ジャンボボール
男子 金沢市役所
（中倉 啓太・小髙 正男・清水 正弘） ５,８０５
女子 天 狼
（多胡 仁美・宇田 博美・大工千加子） ４,９０１

２年連続２回目
初優勝

◇第３４回（平成２４年度） 平成２４年 ４月 ８日
百万石リゾートレーン
男子 漣 Ｃ
（福岡
忠・蔵野 博久・山口 智志） ５,８１６ ２回目
女子 ハンターＡ
（塚本絵里子・平林 幸子・中村 邦子） ５,１７２ ２回目
◇第３５回（平成２５年度） 平成２５年 ４月 ７日
ジャンボボール
男子 金沢ホープＡ （辻村 克成・太田 一哉・東
秀雄） ５,９３９
女子 中央支部Ｂ
（千木千恵子・泉
洋子・片岡 一世） ５,６２５

初優勝

◇第３６回（平成２６年度） 平成２６年 ９月 ７日
ジャンボボール
男子 ハンター
（中山 真生・高橋 弘修・中倉 啓太） ５,７２４
女子 石川Ａ
（池田ひとみ・茶村百合子・有田登美子） ５,１６９

２回目

新記録

初優勝

【要項改正：予選・決勝制廃止】
◇第３７回（平成２７年度） 平成２７年 ９月 ６日
百万石リゾートレーン
男子 金沢ホープＡ （太田 一哉・出口 洋征・東
秀雄） ５,８４２ ２回目
女子 金沢ホープ
（千木千恵子・片岡 澄香・奥村 一世） ５,２６２ 初優勝

