
石川県ボウリング連盟 

１０月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１６年１０月１１日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

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

  第１位 金沢市役所  （吉田伸也・白木 武・松原真珠・中倉啓太・清水正弘・奥村一世）９,１０４ 

  第２位 コマツ粟津  （前出雅弘・中川達也・墨屋 肇・東江冨美雄・横山義雄）    ８,６５８ 

  第３位 北陸電力石川Ａ（渡邊元造・木谷哲也・渡邊絢乃・安田昌樹・田中椋也）     ８,６０２ 

  第４位 石川県教職員 （寺口利雪・中田裕己・久保出進・小島 勝・今川 徹）     ８,４６３ 

  第５位 津田駒工業  （大原啓三・堀 豊和・中谷 彰・野村 潤・的場順一）     ８,３２０ 

  第６位 トランテソクス（松本英将・谷下義之・出雲 剛・小竹 宏・益田 彰）     ８,１７２ 

  第７位 北陸電力石川Ｂ（中田智広・由水伸弥・梅野淳史・濱谷雅弘・広瀬信明）     ８,１６３ 

 
【２】日本スポーツマスターズ２０１６ 秋田大会 結果 

９月２３～２６日 秋田県 ラウンドワンスタジアム秋田店 

  男子４名・女子４名 参加。            （北國新聞 記事成績 掲載・JBCnews 第 539 号 写真掲載） 

   ◇男子選手権者決定戦 第３位 魚  雅章                     １,３１６ 

   ◇女子選手権者決定戦 第４位 奥村 一世                     １,２３８ 

   ◇女子２人チーム戦  第３位 石川Ｂ（有田登美子・奥村 一世）          ２,３６２ 

   ◇女子４人チーム戦  第８位 石川 （泉 洋子・三浦啓子・有田登美子・奥村一世） ４,４２４ 

   ◇選手権者決定戦進出者 魚 雅章・蔵野博久・奥村一世・泉 洋子・有田登美子

【３】第７１回 岩手国体（希望郷いわて国体）結果  

１０月５～１０日 岩手県 ビッグハウススーパーレーン 

●天皇杯 第３０位・１３点・皇后杯 第１８位・１３点 

◆成年男子の部 

  ◇個人戦 川﨑 拓也      予選 第４８位 １,１８６（６２６・５６０） 

       前田 知一      予選 第６８位 １,１４４（５７１・５７３） 

       清水 正弘      予選 第８１位 １,１２１（５４３・５７８） 

       中倉 啓太      予選 第９４位 １,０９４（５４２・５５２） 

  ◇団体戦（２人チーム戦）石川Ｂ 予選 第３４位 ２,２５２（中倉１,０７８・川崎１,１７４） 

              石川Ａ 予選 第３８位 ２,２３３（清水１,１５２・前田１,０８１） 

  ◇団体戦（４人チーム戦）石川  予選 第２５位 ２,２００ 

（川﨑６００・中倉５５４・清水５７８．前田４６８） 

◆成年女子の部 

  ◇個人戦 小西 寛子      予選 第２４位 １,１６８（５６１・６０７） 

       中村 邦子      予選 第４８位 １,１０９（４７６・６３３） 

       大丸谷智子      予選 第６４位 １,０６４（５０５・５５９） 

平林 幸子      予選 第７８位 １,０２５（４５４・５７１） 

  ◇団体戦（２人チーム戦）石川Ａ 予選 第２９位 ２,１０３（中村  ９９６・大丸谷１,１０７） 

石川Ｂ 予選 第３１位 ２,０８５（平林１,０８５・小西 １,０００） 

  ◇団体戦（４人チーム戦）石川  予選 第 ８位 ２,１８１ 

（小西５２０・平林５６７・中村５４４・大丸谷５５０） 

                  決勝 第 ８位 ４,１９９（２,１８１・２,０１８） 

（小西４８２．平林５３４・中村５１１・大丸谷４９１） 

◆少年男子の部 

  ◇個人戦 田中 智之      予選 第２５位 １,１１７（５４８・５６９） 

山本 青空      予選 第４２位 １,０１５（５６１・４５４） 

◇団体戦 石川         予選 第１３位 ２,３０３（山本１,１４０・田中１,１６３） 

◆少年女子の部 

  ◇個人戦 門岡 鈴子      予選 第３８位   ９１３（４１２・５０１） 

       塚本 詩織      予選 第３９位   ９１０（４６７・４４３） 

◇団体戦 石川         予選 第２２位 １,９１８（塚本１,０１５・門岡９０３） 

 



 

【４】第２９回 ねんりんピック長崎大会について     １０月１５～１８日 長崎県 大村Ｊボウル 

 協議済み。（男子１名・女子３名） 

 

【５】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 

 監  督：谷口 一雄 

    成年男子：大城 康弘・田中 椋也 成年女子：岡 里美 少年男子：山本 青空・田中 智之 

 

【６】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 サンドボウル見附店 

監督：谷口 一雄  男 子  Ａ：中川 達也・横山 義雄・前出 雅裕・深田 幹基 

                Ｂ：大城 康弘・沢地  誠・羽場 真生・林  康平 

Ｃ：山出 浩之・松井 龍雄・岡水 博志・松浦  弘 

Ｄ：中田 勝広・中倉 啓太・川﨑 拓也・山岸 健一 

    Ｅ：音 祐太郎・田中 椋也・茶林 祥平・田中 智之 

            女 子  Ａ：平林 幸子・中村 邦子・河村 里穂・小西 寛子 

Ｂ：池田ひとみ・塚本絵里子・宇田 博美・大工千加子

 

【７】第４５回 全国都道府県対抗選手権大会（国体リハーサル大会）について 

 １１月３～６日 愛媛県 キスケボウル 

  監 督：渡辺 元造（選手兼任） 

 男 子：渡辺 元造・魚  雅章   女 子：佐野 真紀・小西 寛子 

 

【８】第７回 東日本シニア競技会について    １１月１８～２０日 神奈川県 川崎グランドボウル 

 選考中。 

 

【９】第４９回 全日本実業団選手権大会について １１月２５～２７日 東京都 東大和グランドボウル 

 金沢市役所・コマツ粟津工場・北陸電力石川・石川県教職員・津田駒工業 

 

【10】第３４回 全日本実業団都市対抗選手権大会予選について     １２月１３日 リゾートレーン 

  実業団部に一任。 

 

【11】第２３回 全国高等学校対抗選手権大会について １２月２３～２５日 神奈川県 川崎グランドボウル 

 高体連専門部に一任。 

 

【12】各リーグの次回日程 

◇石川ボウリングリーグ  ④１１月１３日 ジャンボボール  ⑤１２月２５日 リゾートレーン 

◇実業団リーグ      ⑤１０月２３日 リゾートレーン  ⑥１１月２０日 ジャンボボール 

◇シニアリーグ      ⑦１０月１６日 ジャンボボール  ⑧１１月 ６日 クァトロブーム 

◇個 人リーグ      ①１０月１１日 ジャンボボール  ②１０月２５日 リゾートレーン 

 

【13】その他 




