
石川県ボウリング連盟 

５月度 月例競技連絡会 (報 告） 
                     平成２６年５月１３日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール 

 

【１】第４０回 全日本実業団産業別選手権大会県予選 結果    ４月１３日 百万石リゾートレーン 

(２８チーム参加） 

 第１位 北陸電力Ａ    （中田 智広・田中 椋也・渡辺 元造）       5,538 

 第２位 金沢市役所Ａ   （小髙 正男・清水 正弘・白木  武）       5,397 

 第３位 金沢市役所Ｃ   （飯田 外樹・石野 一次・吉田 伸也・片岡 一世） 5,214 

※（１～３位・北國新聞写真掲載）   

 第４位 北陸電力Ｂ    （渡辺 絢乃・木谷 哲也・安田 昌樹）       5,158 

 第５位 津田駒工業Ｂ   （井波  晃・堀  豊和・山岸 善浩）       5,142 

 第６位 トランテックスＡ （益田  彰・岩本 清兼・吉田 益三）       5,073 

 第７位 津田駒工業Ａ   （大原 啓三・的場 順一・野村  潤）       5,040 

 第８位 金沢市役所Ｂ   （松原 真珠・梅本 秀一・中村 和弘・中倉 啓太） 5,011 

 第９位 北國銀行Ａ    （魚  雅章・中嶋 修一・池田ひとみ）       5,003 

 第 10位 コマツ粟津Ａ   （横山 義雄・東江冨美雄・堂前 秀雄）       4,999 

Ｈ／Ｇ 久世ベローズ工業所（河合 昭彦・南野  隆・藤島 大樹）        676 

 Ｈ／Ｓ 金沢市役所Ａ   （小髙 正男・清水 正弘・白木  武）       1,876 

 

【２】第４０回 石川県２人チーム選手権大会 結果        ４月２７日 百万石リゾートレーン 

＜男子の部＞(６０チーム参加） 

  優 勝 秀峰Ａ     （田中 椋也・川﨑 拓也）   4,002 ※３回目（北國新聞写真掲載） 

  第２位 北國銀行Ａ   （中嶋 修一・魚  雅章）   3,866 

  第３位 金沢ホープＡ  （東  秀雄・太田 一哉）   3,863 

  第４位 ゼストＢ    （月田秀一郎・中川 外治）   3,809 

  第５位 加南支部Ｂ   （西村 隆政・前田 知一）   3,789 

  第６位 ハンタ－Ａ   （羽場 真生・中倉 啓太）   3,762 

  Ｈ／Ｇ 環境開発Ａ   （山内 雄大・竹井  満）    505 

  Ｈ／Ｓ 秀峰Ａ     （田中 椋也・川﨑 拓也）   1,362 

 

＜女子の部＞(１２チーム参加） 

  優 勝 金沢Ｊ     （鈴木 順子・三浦 啓子）   3,529 ※初優勝 （北國新聞写真掲載） 

  第２位 石川Ａ     （枷場 絹代・木村 厚子）   3,429 

  第３位 白鳳      （横山 小枝・大丸谷智子）   3,389 

  第４位 ハンタ一Ａ   （成安 千鶴・中村 邦子）   3,338 

  第５位 金沢ホープ   （千木千恵子・片岡 一世）   3,283 

  第６位 中央支部Ｂ   （渡辺 絢乃・松下  惠）   3,281 

  Ｈ／Ｇ 中央支部Ｂ   （渡辺 絢乃・松下  惠）    461 

  Ｈ／Ｓ 金沢Ｊ     （鈴木 順子・三浦 啓子）   1,242 

 

【３】第４８回 全日本選抜選手権大会 結果     ５月９～１１日 千葉県 ＪＦＥ千葉リバーレーン 

 ３名が参加しました。 

 

【４】第３１回 北信越地区都市対抗選手権大会 結果  派遣チーム数 １４チーム 

５月１０～１１日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

＜４人チーム戦＞ 優 勝  金沢市Ａ（出口 洋征・羽場 真生・東  秀雄・片岡 一世） 

         準優勝  金沢市Ｇ（松下  惠・中越 純矢・中田 勝広・中倉 啓太） 

         第４位  金沢市Ｂ（中村 邦子・奥村 和彦・太田 一哉・平林 幸子） 

         第６位  金沢市Ｃ（大原 啓三・野村  潤・三浦 啓子・的場 順一） 

＜個 人 戦＞  優 勝  岡水 博志（七尾市） 2,754 

         第３位  矢田 静雄（金沢市） 2,724 

 第４位  中村 邦子（金沢市） 2,706 

 



【５】ゆ一りんビック２０１４について              ５月１７～１８日 ジャンボボール 

 協議済みです。 

 

【６】第３５回 北信越国体県予選会について 

ジュニア  ①４月１２日 ➁４月２６日 ③５月１０日 ④５月２４日 

成  年  ①５月２５日 ➁６月 １日 

 協議済みです。 

 

【７】第２７回 オールジャパンレデイストーナメントについて        ６月６～８日 

  静岡県 浜松毎日ボウル 

 ヤングの部  塚本絵里子 

 ミドルの部  池田ひとみ・久本 安子・枷場 絹代・高野由紀子 

 シニアの部  中村 邦子・有田登美子 

 

【８】第４０回 全日本実業団産業別選手権大会について           ６月１３～１５日 

京都府 しょうざんボウル ＭＫ上賀茂ボウル 

 派遣チーム数 １１チーム 

  Ａ部門  金沢市役所Ａ  金沢市役所Ｂ  金沢市役所Ｃ  石川県教職員 

  Ｂ部門  北陸電力Ａ   北陸電力Ｂ   北國銀行 

  Ｄ部門  トランテックス 津田駒工業Ａ  津田駒工業Ｂ  コマツ粟津 

 

【９】第２３回 石川県スポーツレクレーション祭について ６月１５日 クァトロブーム・ジャンボボール 

 協議済みです。 

 

【10】第５１回 東日本選手権大会について     ６月２０～２２日 神奈川県 川崎グランドボウル 

 県個人リーグ・派遣基準により派遣選手を決定します。 

 

【11】第４７回 全日本シニア選手権大会について    

７月４～６日 福岡県 博多スターレーン パピオボウル 

 監 督     渡辺 正広（選手兼任） 

 マスターシニア 本多 行雄・藤本外茂夫 

 ハイシニア   西川外志雄・倉田 静雄・渡辺 正広・竹田 源作・中村 邦子・有田登美子 

 シニア     東  秀雄・泉  真也・堂前 秀雄・的場 順一・横山 義雄・木下  晃 

         泉  洋子・伽場 絹代 

  
 
【12】第３５回 北信越国体(長崎国体地区予選)について   ７月１８～２０日 百万石リゾートレーン 

 県代表は、県予選会（最終予選６月１日）選考基準により決定します。 

 

【13】第３７回 全日本中学選手権大会について   ７月２２～２４日 京都府 宇治キョーイチボウル 

 希望選手は、早期に県連事務所へ申込願います。 

 

【14】第３７回 全日本高等学校選手権大会について ７月２９～３０日 神奈川県 川崎グランドボウル 

 高体連専門部に一任します。 

 

【15】各リーグの次回日程 

 ◇ 石川リーグ     ① ８月 ３日 ジャンボボール  ② ９月１４日 リゾートレーン 

 ◇ 県実業団リーグ   ① ５月１８日 リゾートレーン  ② ６月 ８日 ジャンボボール 

 ◇ 県シニアリーグ   ③ ６月２９日 リゾートレーン  ④ ７月２７日 リゾートレーン 

 ◇ 県個人リーグ    ③ ５月１３日 ジャンボボール  ④ ５月２７日 リゾートレーン 

 

【16】その他 

①平成２５年度県連定期総会  ５月１８日(１８:３０～） ジャンボボールで開催されます  

 ②県高校総体が６月５～６日ジャンボボールで開催されます。 

 


