
石川県ボウリング連盟 

１月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１７年２月１４日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

【１】第４２回 石川県４人チーム選手権大会 結果    １月１５日 百万石リゾートレーン 

 ◇男子（２０チーム）                      （８回目・北國新聞写真掲載） 

第１位 秀峰Ａ   （川﨑 拓也・田中 智之・岡水 博志・田中 椋也）７,６８７ 

   第２位 金沢Ｊクラブ（畠  健治・越野  匠・河合 昭彦・魚  雅章）７,５４１ 

   第３位 秀 峰Ｂ  （朝山 遥紀・中田 勝広・山岸 健一・中越 純矢）７,４２６ 

 第４位 ビッグクラブ（前田 良一・萩沢 俊治・斉藤 孝雄・川上 秀則）７,３７１ 

   第５位 ハンターＢ （高本  一・津地  誠・浜田 政春・高根 睦広）７,１９３ 

   第６位 金沢ホープＡ（吉村 守雄・東  秀雄・田中 信一・大城 康広）７,１４３ 

   Ｈ／Ｇ ハンターＢ （高本  一・津地  誠・浜田 政春・高根 睦広）  ９３５ 

   Ｈ／Ｓ 秀峰Ａ   （川﨑 拓也・田中 智之・岡水 博志・田中 椋也）２,６４２ 

  ◇女子（７チーム）                         （北國新聞写真掲載） 

第１位 石川    （小西 寛子・横山 小枝・山本 君枝・大丸谷智子）６,４７５ 

   第２位 ハンター  （河村 里穂・金沢左登美・平林 幸子・中村 邦子）６,３８８ 

   第３位 中央支部Ｃ （渡邊 絢乃・岡  里美・有田登美子・久本 安子）６,３８０ 

   第４位 加南支部  （塚本 詩織・茶村小百合・池田ひとみ・塚本絵里子）６,３４８ 

   第５位 中央支部Ａ （泉  洋子・鈴木 順子・山崎 悦子・三浦 啓子）６,３２５ 

   第６位 中央支部Ｂ （高野由紀子・千木千恵子・片岡 澄香・奥村 一世）６,１７２ 

   Ｈ／Ｇ 能登支部  （宇田 博美・渡辺外志子・木村 厚子・大工千加子）  ７７３ 

   Ｈ／Ｓ 加南支部  （塚本 詩織・茶村小百合・池田ひとみ・塚本絵里子）２,１７７

 

【２】第４５回 全日本クラブ対抗選手権大会 結果 １月２０～２２日 福島県 ボウルアピア郡山 

  クァトロブームクラブ・ジャンボボールクラブ 参加。

 

【３】平成２８年度 石川県実業団リーグ 成績 （５月～１月全７節）  １～３位 北國新聞写真掲載 
  （順位） （法人名）     （ポイント）（トータル）   （順位） （法人名）    （ポイント）（トータル） 

  第１位 金沢市役所Ａ   ６５.０ 31,366  第 14位 北陸電力石川Ｂ  ３４.０ 27,189 

  第２位 津田駒工業Ｂ   ６４.０ 29,998  第 15位 北國銀行Ｂ    ３３.０ 26,254 

  第３位 環境開発     ５９.０ 29,922  第 16位 津田駒工業Ａ   ３２.０ 23,265 

第４位 北陸電力石川Ａ  ５７.０ 30,190  第 17位 金沢市役所Ｂ   ３１.０ 23,199 

  第５位 北國銀行Ａ    ５６.０ 30,250  第 18位 高松機械工業   ２９.５ 25,173 

第６位 久世ベローズエ業所５５.０ 29,460  第 19位 直人運輸Ａ    ２７.０ 25,982 

  第７位 コマツ粟津Ａ   ５３.０ 29,842  第 20位 小松ウォールエ業 ２４.５ 25,636 

  第８位 石川県教職員Ａ  ５１.０ 29,330  第 21位 石川県庁Ｂ    ２０.０ 23,813 

 第９位 トナミ運輸金沢  ４８.０ 28,896  第 22位 澁谷工業Ｂ    １８.０ 24,548 

 第 10位 コマツ粟津Ｂ   ４８.０ 28,374  第 23位 津田駒工業Ｃ   ｌ５.０ 24,910 

 第 11位 石川県庁Ａ    ４７.０ 28,534  第 24位 石川県教職員Ｂ  １３.０ 18,550 

  第 12位 澁谷工業Ａ    ４５.０ 28,388  第 25位 直人運輸Ｂ     ７.０ 17,691 

  第 13位 トランッテックス ４０.０ 27,911  Ｈ／Ｇ  北陸電力石川Ｂ        771

 

【３】第３４回 全日本実業団都市対抗選手権大会 結果 ２月３～５日 岐阜県 岐阜グランドボウル 

    １０チームが参加（決勝ベーカー方式） 
第７位  金沢市役所  （清水 正弘・梅木 秀一・吉田 伸也・松原 真珠・中倉 啓太）２,７４６ 
第 12位 北陸電力石川Ａ（渡邊 元造・木谷 哲也・安田 昌樹・田中 椋也・渡邊 絢乃）２,５９１ 
第 16位 北國銀行   （中嶋 修一・池田ひとみ・永山 順一・魚  雅章）      ２,５３２ 

第 18位 津田駒工業  （北川 裕治・大原 啓三・的場 順一・野村  潤）      ２,４９０ 

予選 金沢市役所・５位、北陸電力Ａ・l0位、北國銀行・18位、津田駒・19位、石川教員・37位 

コマツ・42位、トランテクス・48位、澁谷・50位、久世ベローズ・53位、北陸電力Ｂ・74位



【４】第３２回 全日本年齢別選手権大会 結果 ２月１０～１２日   静岡県 ボウルアピア静岡 

   ２０歳代男子・１名、３０歳代男子・２名、４０歳代女子・１名、５０歳代男子・１名 

   ６０歳以上男子・１名、が参加。

 

【５】第４２回 石川県実業団選手権大会について ２月１９日      百万石リゾートレーン 

    協議済。（実業団部に一任）

 

【６】平成２８年度 石川県選手権者決定戦について ３月１２日        ジャンボボール 

    協議済。（受付けは当日も可）

 

【７】第５５回 全日本選手権大会について ３月１７～２０日    愛知県 稲沢グランドボウル 

    選考中。

 

【８】第２回 石川県シニア選手権大会について ３月２６日           ジャンボボール 

    協議済。（シニア部に一任）

 

【９】第４３回 石川県２人チーム選手権大会について ４月９日         ジャンボボール 

  ◇男女別 ９ケーム。 

  ◇褒 賞 男女別１位～３位。 

◇参加費 １チーム１０,０００円（ジュニア１名４,５００円） 

  ◇申込み ３月２５日（土）締切り。 

  ◇大会記録 
    男子 トータル４,１６０（34回秀峰） ハイゲーム５５６（39回ホープ）    ハイシリーズ１,４８３（32回加南） 

    女子 トータル３,７７８（38回中央） ハイゲーム４８５（26回白鳳・38回加南）ハイシリーズ１,３６２（39回ハンター） 
  

【10】第２７回 石川県実業団競技会（兼 第 43回 全日本実業団産業別選手権大会県予選）について 

 ４月１６日 百万石リゾートレーン 

実業団部に一任 

 

【11】各リーグの次回日程 
◇石 川リーグ ⑧３月１９日 ジャンボボール（最終節） ①７月２３日 ジャンボボール 

◇実業団リーグ  終了                 ①５月２１日 ジャンボボール 

◇シニアリーグ ⑩２月２６日 ジャンボボール（最終節） ①４月２３日 ジャンボボール 

◇個人リーグ  ㉑２月１４日 ジャンボボール      ㉒１月２４日 リゾートレーン

 

【12】その他
 ①平成２９年度 ＪＢＣ会員継続登録を『３月２０日までに』完了して下さい。 

 ②第２０回高等学校選手権大会・三重大会が３月２１～２３日三重県アサヒボウルで開催されます。 

（男女個人戦・団体戦） 

  男子：小松工 監督：前浜大八 選手：牧田興紀・徳田大輝・加藤雅人・畑中祐馬・辻上友晴 

     尾山台 監督：盛田知克 選手：山本青空・山田祐介 

     金市工 監督：棒田郁夫 選手：山崎玲央・守口勇輝 

     星 稜 監督：岡 俊克 選手：石田竜也 

  女子：伏 見 監督：今川 徹 選手：浦莱奈美・佐藤亜衣・増田乃絢・中井亜美・伊登ひゆ・永井花歩 

     金市工 監督：棒田郁夫 選手：栗原 萌 

 


