
石川県ボウリング連盟 

８月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１６年８月９日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール 

 
【１】第２回 北信越地区実業団競技会 結果     ７月２３日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

    石川県実業団部より３２名。                         北國新聞写真掲載 

  ◇個人戦 第３位 益田  彰（トランテックス）           １,２８３ 

       第５位 田中 椋也（北陸電力石川）            １,２７４ 

       第６位 清水 正弘（金沢市役所）             １,２７３ 

  ◇ハイシリーズ  田中 椋也（北陸電力石川）              ６９５

 

【２】第４０回 全日本中学選手権大会結果    ７月２５日～２７日 京都府 キョーイチボウル宇治 

    １名が参加。

【３】第３７回 北信越国体（いわて国体地区予選）結果           （全役員・選手 北國新聞写真掲載） 

７月２９～３１日 長野県 アピナボウル松本城山店 

◆成年 ◇総 合 第２位 ４８点 （１位・福井７４、３位・新潟４４、４位・長野３７ ５位・富山３１） 

   男子 ◇個人戦（６Ｇ）     第９位  清水 正弘            １,３４７ 

                   第１０位 川崎 拓也            １,３４０ 

                   第１１位 中倉 啓太            １,３３９ 

                   第２０位 前田 知一            １,１３６ 

      ◇２人チーム戦（２×６Ｇ）第２位  川﨑 拓也・中倉 啓一      ２,８０２ 

                   第４位  清水 正弘・前田 知一      ２,７３２ 

      ◇団体戦（４×３Ｇ）   第５位  川﨑 拓也・中倉 啓一 

清水 正弘・前田 知一      ２,４８６

 

◆成年 ◇総 合 第１位 ６１点（２位・福井５８．５、３位・富山５８、４位・長野３０ ５位・新潟２６．５）   

女子 ◇個人戦（６Ｇ）     第５位  平林 幸子            １,２７６ 

第６位  大丸谷智子            １,２７３ 

第１０位 小西 寛子            １,２３５ 

第１７位 中村 邦子            １,１０５ 

◇２人チーム戦（２×６Ｇ）第１位  中村 邦子・大丸谷智子      ２,５２１ 

第５位  平林 幸子・小西 寛子      ２,４５０ 

      ◇団体戦（４×３Ｇ）   第３位  平林 幸子・小西 寛子 

中村 邦子・大丸谷智子      ２,３９６

 

◆少年 ◇総 合 第２位 ３０点（１位・富山３０、３位・福井２９、４位・新潟１９ ５位・長野１８）

   男子 ◇個人戦（６Ｇ）     第４位  田中 智之            １,３０５ 

                   第８位  山本 青空            １,１３０ 

      ◇団体戦（２×６Ｇ）   第１位  山本 青空・田中 智之      ２,６１３

 

◆少年 ◇総 合 第２位 ３１点（１位・長野３３、３位・富山２４、４位・新潟２０、５位・福井１８） 

   女子 ◇個人戦（６Ｇ）     第２位  塚本 詩織            １,２２４ 

                   第６位  門岡 鈴子            １,０５２ 

      ◇団体戦（２×６Ｇ）   第２位  塚本 詩織・門岡 鈴子      ２,１６５

 

※４種別とも岩手国体出場権を獲得。 
【参考】種別参加県 ４種別：９県。３種別：１１県。２種別：１１県。１種別：８県。参加出来ず８県。 

 

【４】第４９回 全日本新人選手権大会県予選 結果        ７月３１日 百万石リゾートレーン 

◇成年男子 第１位 大城 康弘 １,３３０    ◇成年女子 第１位 岡 里美 １,０３８ 

        第２位 田中 椋也 １,２６２ 

        第３位 山出 浩之 １,１２８    ◇少年は別途に実施。 

 



【５】第４０回 全日本高校選手権大会 結果      ８月１～３日 神奈川県 川崎グランドボウル 

    男子４校７名 女子２校３名が参加。 
 

【６】第６８回 石川県民体育大会 結果            ８月６～７日 百万石リゾートレーン 

  ◇一般の部 男子団体戦（勝点）（得点） （競技点）            （勝点）（得点）  （競技点） 

     第１位 七尾市  ５ ４,１１９ ４０   第５位 加賀市  ４ ４,２６９ ２０ 

     第２位 金沢市  ４ ４,４４５ ３２   第６位 野々市市 ４ ４,１６５ １６ 

     第３位 白山市  ４ ４,４３１ ２８   第７位 能美市  ３ ３,８９１ １２ 

     第４位 小松市  ４ ４,３４５ ２４   第８位 かほく市 ０ ３,６９６  ８

 

  ◇一般の部 女子団体戦（勝点）（得点） （競技点）            （勝点）（得点）  （競技点） 

     第１位 白山市  ６ ３,７２５ ３０   第５位 金沢市  ３ ３,６８８ １５ 

     第２位 小松市  ５ ３,７２５ ２４   第６位 七尾市  ３ ３,６２３ １２ 

     第３位 津幡町  ４ ３,８０７ ２１   第７位 羽咋市  ２ ３,２６４  ９ 

     第４位 野々市市 ４ ３,５６１ １８   第８位 かほく市 １ ３,４３１  ６

 

  ◇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）８４４ ２０  第５位 津田 吉哲（野々市）７６５ １０ 

     第２位 斉藤 孝雄（白山市）８３３ １６  第６位 小島 利正（川北町）７５７  ８ 

     第３位 堂前 秀雄（小松市）８２６ １４  第７位 塚  良雄（輪島市）７４３  ６ 

     第４位 小西  修（加賀市）８２３ １２  第８位 森  光明（能美市）７３５  ４

 

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

     第１位 山崎 悦子（金沢市）７０９ １５  第５位 宮本 礼子（加賀市）６４５ ７.5 

  第２位 山本 君枝（小松市）７０１ １２  第６位 林  啓子（能美市）６２７ ６ 

     第３位 所  順子（野々市）６５５ １０.5 第７位 西田冨美子（津幡町）６２２ ４.5 

     第４位 太川とみ子（志賀町）６５２  ９  第８位 松本 和子（かほく）６０２ ３

 

【７】第３２回 東海北信越高校選手権大会 結果          ８月８～９日 ジャンボボール 

    男子５校１６名・女子３校８名が参加。 

  ◇男子  個人戦        第５位 田中 智之（尾山台）          １,３６２ 

       ２人チーム戦     第２位 尾山台Ａ（山本 青空・田中 智之）   ２,６８６ 

       個人トーナメント戦  第４位 山本 青空（尾山台） 

  ◇女子  ２人チーム戦     第５位 伏 見Ａ（塚本 詩織・門岡 鈴子）   ２,２４９ 

       個人トーナメント戦  第５位 塚本 詩織（伏 見）

 

【８】第１６回 北信越地区シニア選手権大会について 

 ８月２７～２８日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

  監督：渡辺 正広（選手兼任） 

  選手：（Ａ）前田 良一・中村 邦子  （Ｂ）泉  洋子・泉  真也 

     （Ｃ）塚  良雄・西川外志雄  （Ｄ）的場 順一・斉藤 孝雄 

     （Ｅ）枷場 絹代・堂前 秀雄  （Ｆ）安藤 和広・転正 喜一 

     （Ｇ）久本 安子・中川 外治  （Ｈ）出口 洋征・東  秀雄 

     （Ｉ）倉田 静男・岡  里美  （Ｊ）藤田 朝人・行上  克 

     （Ｋ）田中 信一・大岩  茂  （Ｌ）木下  晃・村上  健 

     （Ｍ）高野由紀子・有田登美子  （Ｎ）瀧田 秀明・竹田 源作 

 （Ｏ）西野  博・中野 幸一  （Ｐ）賀戸 秀次・西村 隆政 

     （Ｑ）高森 健一・万砂  覚  （Ｒ）小西真知子・小川 清志 

 （Ｓ）渡辺 正広・渡辺外志子  （Ｔ）飴谷  暢・槻  伸一 

     （Ｕ）木下 直弘・米沢 敏雄  （Ｖ）藤本美智子・藤本外茂夫

 

【９】第３９回 石川県３人チーム選手権大会について          ９月１１日 ジャンボボール 

    協議済み。（締切り９月３日） 

 



【10】第４９回 全日本実業団選手権大会県予選について         ９月１８日 ジヤンボボール 

     協議済み。（実業団部一任）

 

【11】日本スポーツマスターズ２０１６ 秋田大会について 

 ９月２３～２６日 秋田県 ラウンドワンスタジアム秋田店 

    協議済み。（男子４名・女子４名）

 

【12】第７１回 国民体育大会（希望郷いわて国体）について 

 １０月５～１０日 岩手県 ビツクハウススーパーレーン 

   成年男子＝監督：渡辺 正広  選手：川﨑 拓也・清水 正弘・前田 知一・中倉 啓太 

   成年女子＝監督：永山 順一  選手：大丸谷智子・小西 寛子・平林 幸子・中村 邦子 

   少年男子＝監督：棒田 郁夫  選手：山本 青空・田中 智之 

   少年女子＝監督：今川  徹  選手：塚本 詩織・門岡 鈴子

 

【13】第４９回 全日本新人選手権大会について     １０月２１～２３日 兵庫県 神戸六甲ボウル 

    選考中。

 

【14】第２９回 ねんりんビック長崎大会２０１６について １０月１５～１８日 長崎県 大村Ｊボウル 

    監督：竹田 與市 

選手：東  秀雄・中村 邦子・小西真知子・松山久美子

 

【15】第３３回 北信越地区選手権大会について  １０月２９～３０日 新潟県 サウンドボウル見附店 

    要項到着次第、支部割り当てを行う。 

 

【16】各リーグの次回日程 

    ◇石川ボウリングリーグ  ②９月 ４日 ジャンボボール  ③１０月 ２日 リゾートレーン 

◇実業団リーグ      ④８月２８日 リゾートレーン  ⑤１０月２３日 リゾートレーン 

    ◇シニアリーグ      ⑤８月２１日 クァトロブーム  ⑥ ９月２５日 リゾートレーン 

    ◇個 人リーグ      ⑦８月 ９日 ジャンボボール  ⑧ ８月２３日 リゾートレーン




