
石川県ボウリング連盟 

４月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１６年４月１２日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

【１】平成２７年度 シニアリーグ 結果 （４月～２月 全１１節） 

  (順位)  (氏 名)    (ﾎﾟｲﾝﾄ)(ｹﾞｰﾑ数) (ﾄｰﾀﾙﾋﾟﾝ)  (ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ)(ﾊｲｹﾞｰﾑ)(ﾊｲｼﾘｰｽﾞ)(ﾊﾝﾃﾞｨ) 

  第１位  西村 隆政  ４０５ ６６ １３,５１９ １９８.７ ２４４ ６７３   ０ 

  第２位  川上 秀則  ３４５ ６０ １３,０９５ １９７.５ ２７０ ６９３   ０ 

  第３位  塚  良雄  ３７０ ６０ １３,０８２ １９６.９ ２５６ ６８５   ０ 

  第４位  高野由紀子  ３３０ ６６ １３,０３０ １７７.０ ２３５ ６０１  １５ 

  第５位  前田 良一  ３４０ ４８ １２,９６０ ２０６.７ ２７９ ７０３   ０ 

  第６位  木下 直弘  ３６５ ６６ １２,９０２ １８４.８ ２７７ ６７１   ７ 

  第７位  出口 洋征  ３１５ ６６ １２,９０１ １９０.７ ２６７ ６７９   ０ 

  第８位  前野  茂  ３２０ ６６ １２,８８８ １８６.６ ２５８ ６４２   ７ 

  第９位  大丸谷智子  ３６０ ６０ １２,８７１ １９３.５ ２５９ ７０６   ０ 

  第 10位 東  秀雄  ２６０ ６０ １２,８５５ １９４.９ ２７９ ６８５   ０ 

  Ｈ／Ｇ  男子 ＝ 堂前 秀雄 ３００   女子 ＝ 岡  里美 ２６５ 

  Ｈ／Ｓ  男子 ＝ 堂前 秀雄 ７６３   女子 ＝ 中村 邦子 ７２７ 

  皆出席  西村 隆政・木下 直弘・出口 洋征・前野  茂・槻  伸一 

       田中 信一・倉田 静男・高野由紀子・久本 安子・中村 邦子

 

【２】平成２７年度 石川県選手権者決定戦 結果 ３月１３日         百万石リゾートレーン 
※ 男女優勝者 北國新聞写真掲載

＜男 子＞ 第１位 田中 椋也（北陸電力）（初優勝）      第５位 中川 達也（エンゼルス） 

第２位 西村 隆政（加南支部）           第６位 塚  良雄（白鳳） 

第３位 蔵野 博久（漣）              Ｈ／Ｇ 渡辺 元造（北陸電力） ２７９ 

第４位 河合 昭彦（久世ベローズ工業所）      Ｈ／Ｓ 渡辺 元造（北陸電力） ７２５ 

＜女 子＞ 第１位 奥村 一世（金沢市役所）（2年連続・3回目） 第５位 大丸谷智子（白鳳） 

      第２位 片岡 澄香（金沢ホープ）          第６位 茶村小百合（コマツ粟津） 

      第３位 平林 幸子（ハンター）           Ｈ／Ｇ 平林 幸子（ハンター） ２５７ 

      第４位 中村 邦子（ハンター）           Ｈ／Ｓ 平林 幸子（ハンター） 

 

【３】第５４回 全日本選手権大会 結果 ３月１８～２１日        愛知県 稲沢グランドボウル 

  男子６名・女子６名 参加 

 

【４】第１回 石川県シニア選手権大会 結果 ３月２０日           百万石リゾートレーン 

◇第１位 瀧田 秀明（ビッグクラブ）（初優勝）※ 1～3位 北國新聞写真掲載 

   第２位 渡辺外志子（能登支部）   Ｈ／Ｇ 西川外志雄（加南支部） ２６５ 

   第３位 中川 外治（ＺＥＳＴ）   Ｈ／Ｓ 西川外志雄（加南支部） ７３６ 

 

【５】第１９回 高等学校選手権・青森大会 結果 ３月２１～２３日      青森県 アオモリボウル 

  男子４校・１０名 女子２校・６名 参加 

  ◇団体戦男子 第１位 尾山台高校（田中 智之・山本 青空）２,４６４ ※北國新聞写真掲載 

  ◇団体戦女子 第４位 伏見高校 （塚本 詩織・門岡 鈴子）２,０８０ 

  ◇個人戦男子 第５位 田中 智之（尾山台）１,２９９  第７位 山本 青空（尾山台）１,２０９ 

  ◇個人戦女子 第３位 塚本 詩織（伏 見）１,１８３ 

 

【６】平成２７年度 石川ボウリングリーグ 結果 （８月～３月 全８節） 
第１位 ＺＥＳＴ    ６３.０（６１,７２８）初優勝 

  第２位 金沢ホープ   ６１.５（６１,９１７）   第９位  イーグルス   ４４.５（５８,９８７） 

  第３位 ハンター    ５９.５（６１,７３３）   第 10位 白 鳳     ４３.０（５９,５４８） 

  第４位 金沢Ｊクラブ  ５８.０（６２,６１９）   第 11位 銀 河     ４０.０（５８,３２１） 

第５位 アクトワン   ５７.５（５９,６３２）   第 12位 栄 光     ３９.０（５６,９１４） 

  第６位 ビッグクラブ  ５６.０（６０,３２６）   第 13位 エンゼルス   ３６.０（５７,２４０） 

  第７位 秀 峰     ５０.０（５９,９５１）   第 14位 グランシャリオ ３５.０（５８,４３５） 

  第８位 漣       ４６.０（５８,５７１）   第 15位 ダッグルズ   ３１.０（５６,２００） 

毎夕 



【７】第４２回 石川県２人チーム選手権大会 結果 ４月３日         百万石リゾートレーン 

 ＜男子の部＞ ４７チーム参加 

   第１位 北國銀行Ａ   （中嶋・修一・魚  雅章） ３,９７１ ２回目 北國新聞写真掲載 

   第２位 金沢ホープＡ  （出口 洋征・東  秀雄） ３,９０１ 

   第３位 グランシャリオ （益田  彰・岩本 清兼） ３,７９９ 

   第４位 漣       （中野 幸一・蔵野 博久） ３,７９０ 

   第５位 ビッグクラブＡ （前田 良一・川上 秀則） ３,７６７ 

   第６位 ビッグクラブＣ （斉藤 孝雄・金子 大三） ３,７３６ 

   Ｈ／Ｇ 北國銀行Ａ   （中嶋 修一・魚  雅章）   ４９３ 

   Ｈ／Ｓ 北國銀行Ａ   （中嶋 修一・魚  雅章） １,４０３ 

 ＜女子の部＞ １２チーム参加 

   第１位 北國銀行    （中越 美樹・池田ひとみ） ３,５０３ 初優勝 北國新聞写真掲載 

   第２位 ハンターＡ   （平林 幸子・中村 邦子） ３,４４２ 

   第３位 加南支部Ａ   （山本 君枝・大丸谷智子） ３,４３９ 

   第４位 中央支部Ａ   （泉  洋子・三浦 啓子） ３,３４８ 

   第５位 能登支部    （宇田 博美・大工千加子） ３,３４１ 

第６位 金沢市役所   （中村 晃子・奥村 一世） ３,３１９ 

   Ｈ／Ｇ 加南支部Ｂ   （茶村小百合・塚本絵里子）   ４３１ 

   Ｈ／Ｓ ハンターＡ   （平林 幸子・中村 邦子） １,２０３ 

 

【８】第２６回 石川県実業団競技会 

   兼 第４２回 全日本実業団産業別選手権大会県予選について ４月１７日  百万石リゾートレーン 

  協議済み（実業団部に一任） 

 

【９】ゆ一りんビック２０１６ について ５月２１～２２日             ジャンボボール 

  協議済み 

 

【10】第３３回 北信越都市対抗選手権大会について ５月１４～１５日     百万石リゾートレーン 

  各市町で予選実施中。決まり次第報告して下さい。 

 

【11】第５０回 全日本選抜選手権大会について ５月２０～２２日   埼玉県 新狭山グランドボウル 

  参加選手 魚 雅章・田中 椋也・奥村 一世 

 

【12】第３７回北信越国体県予選会について ４月９日～６月５日 ジャンボボール・百万石リゾートレーン 

  協議済み 

 

【13】第２９回オールジャパンレディストーナメントについて ６月３～５日 岐阜県 岐阜グランドボウル 

  参加希望者は、早急に県連または各支部に申し込みすること。 

 

【14】第４２回 全日本実業団産業別選手権大会について ６月１０～１２日 福岡県 博多スターレーン 

  ４月１７日県予選の結果により実業団部で選考。 

 

【15】第２５回 石川県スポーツレクレーション祭について        ６月１２日 ジャンボボール 

  内容等は例年の通り。委嘱された役員は協力をお願いします。 

 

【16】第４９回 全日本シニア選手権大会について   ６月２４～２６日 愛知県 稲沢グランドボウル 

  シニア部に一任。 

 

【17】各リーグの次回日程 

  ◇石川ボウリングリーグ ①７月３１日 リゾートレーン  ②９月 ４日 ジャンボボール 

  ◇実業団リーグ     ①５月２２日 ジャンボボール  ②６月１９日 リゾートレーン 

  ◇シニアリーグ     ①４月２４日 ジャンボボール  ②５月２２日 リゾートレーン 

  ◇個 人リーグ      ４月１２日 ジャンボボール   ４月２６日 リゾートレーン 

           

 


