
石川県ボウリング連盟 

９月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１７年９月１２日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

 

【１】高体連加盟校全国選抜大会 第３２回東海北信越高校選手権大会 結果  

８月１２～１３日 岐阜県 コスモボウル羽島 

  男子１６名・女子８名が参加。

 

【２】第１７回 北信越地区シニア選手権大会 結果  ８月２６～２７日 新潟県 サウンドボウル見附店 

  男女計１５チーム３０名が参加。 

 ◇選手権者決定戦（１５Ｇ） 第１位 東  秀雄                ３,２９０ 

               第２位 大丸谷智子                ３,２０９ 

               第４位 岡  里美                ３,１０２ 

 ◇個人戦（６Ｇ）      第１位 大丸谷智子                １,３３７ 

               第２位 東  秀雄                １,３０５ 

               第３位 西川外志雄                １,２７９ 

               第５位 岡  里美                １,２５９ 

 ◇２人チーム戦（２ｘ６Ｇ） 第１位 石川Ｃ（出口 洋征・東  秀雄）     ２,４６１ 

               第３位 石川Ｈ（岡  里美・高野由紀子）     ２,４４９

 
【３】第３９回 石川県３人チーム選手権大会 結果        ９月１０日 百万石リゾートレーン 

 男女優勝チーム 北國新聞写真掲載 

 ◇男子の部   第１位 トランテックス（奥野 民夫・益田  彰・松本 英将） ５,５８４（初優勝） 

 （２５チーム） 第２位 秀峰Ａ    （中越 純矢・川﨑 拓也・田中 椋也） ５,４３７ 

         第３位 ハンタ－Ａ  （羽場 真生・脇坂 裕貴・中倉 啓太） ５,３５０ 

         第４位 金沢ホープＡ （出口 洋征・太田 一哉・東  秀雄） ５,３３３ 

         第５位 コマツＡ   （前出 雅裕・窪田  章・墨屋  肇） ５,３２２ 

         第６位 ビッグクラブＢ（岩本 清兼・橘  靖人・津田 吉哲） ５,２８７ 

         Ｈ／Ｇ Ａｎｇｅｌｓ （源川 義弘・中道 裕治・山本 芳和）   ６７０ 

         Ｈ／Ｓ トランテックス（奥野 民夫・益田  彰・松本 英将） １,８６５ 

 ◇女子の部   第１位 石川     （横山 小枝・岡  里美・大丸谷智子） ４,９９７ 

 （８チーム）  第２位 中央支部Ａ  （泉  洋子・鈴木 順子・三浦 啓子） ４,８８５ 

         第３位 中央支部Ｂ  （渡邊 絢乃・久本 安子・有田登美子） ４,７６１ 

         第４位 加南支部   （池田ひとみ・山本 君枝・茶村小百合） ４,６８９ 

         第５位 ハンター   （金沢左登美・中村 邦子・平林 幸子） ４,５５５ 

         第６位 能登支部   （宇田 博美・木村 厚子・大工千加子） ４,５４０ 

 Ｈ／Ｇ 中央支部Ａ  （泉  洋子・鈴木 順子・三浦 啓子）   ６０３ 

         Ｈ／Ｓ 中央支部Ｂ  （渡邊 絢乃・久本 安子・有田登美子） １,６４９

 

【４】第５０回 全日本実業団選手権大会県予選について         ９月１７日 ジヤンボボール 

  協議済み。（実業団部に一任）

 

【５】第７２回 国民体育大会（笑顔つなぐえひめ国体）について ９月２９～１０月５日 愛媛県 キスケボウル 

  協議済み。（成年男子・成年女子・少年男子 ３種別出場）

【６】第８回東日本シニア競技会について            １０月２０～２２日 ジヤンボボール

監督：渡辺 正広 

選手：選考中。

 



【７】第３４回 北信越地区選手権大会について１０月１４～１５日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

  監督：谷口 一雄 

  男子：４人＝（Ａ）中田 勝彦・山岸 健一・中越 純矢・蔵野 博久 

        （Ｂ）朝山 遥起・田中 智之・川﨑 拓也・田中 椋也 

        （Ｃ）飴谷  暢・槻  伸一・木下  晃・広瀬 信明 

        （Ｄ）福岡  忠・竹元 貴洋・木谷 哲也・松本 英将 

        （Ｅ）清水 正弘・東  秀雄・羽場 真生・中倉 啓太 

        （Ｆ）江口  彰・高根 睦広・奥村 和彦・大城 康弘 

        （Ｇ）中川 達也・墨屋  肇・中道 裕治・南出 俊一 

        （Ｈ）前出 雅裕・横山 義雄・谷口 浩和・本田多久斗 

        （Ｉ）山村 達矢・西村 隆政・賀戸 秀次・木下 直弘 

        （Ｊ）山出 浩之・岡水 博志・野口  覚・松浦  弘 

        （Ｋ）仲島 安昭・渡辺 正広・高尻 純一・西野 正浩 

２人＝（Ａ）中田 勝彦・山岸 健一（Ｂ）中越 純矢・蔵野 博久（Ｃ）朝山 遥起・田中 智之（Ｄ）川﨑 拓也・田中 椋也 

（Ｅ）飴谷  暢・槻  伸一（Ｆ）木下  晃・広瀬 信明（Ｇ）福岡  忠・竹元 貴洋（Ｈ）木谷 哲也・松本 英将 

          （Ｉ）羽場 真生・清水 正弘（Ｊ）東  秀雄・中倉 啓太（Ｋ）江口  彰・高根 睦広（Ｌ）奥村 和彦・大城 康弘 

          （Ｍ）中川 達也・墨屋  肇（Ｎ）中道 裕治・南出 俊一（Ｏ）前出 雅裕・横山 義雄（Ｐ）谷口 浩和・本田多久斗 

          （Ｑ）木下 直弘・西村 隆政（Ｒ）山村 達矢・賀戸 秀次（Ｓ）松浦  弘・岡水 博志（Ｔ）山出 浩之・野口  覚 

          （Ｕ）高尻 純一・西野 正浩（Ｖ）仲島 安昭・渡辺 正広 

  女子：４人＝（Ａ）奥村 一世・平林 幸子・千木千恵子・中村 邦子 

        （Ｂ）大工千加子・山本 君枝・宇田 博美・木村 厚子 

     ２人＝（Ａ）奥村 一世・平林 幸子（Ｂ）千木千恵子・中村 邦子（Ｃ）宇田 博美・大工千加子（Ｄ）木村 厚子・山本 君枝

 

【８】第５０回 全日本新人選手権大会について １１月３～５日 北海道 総合レジャーサンコーボウル 

  監  督：谷口一雄 

  成年男子：田中 智之・大城 康弘・篠原  啓   成年女子：＊＊ ＊＊ 

  少年男子：牧田 興起・柴田 憲吾・山本 太陽   少年女子：坂井  結

【９】第４６回全国都道府県対抗選手権大会（兼 第７３回福井国体リハーサル大会）について  

１１月９～１２日 福井県 スポーツプラザ ＷＡＶＥ４０ 

個人リーグから選出。

 

【10】第５０回 全日本実業団選手権大会について     １１月２４～２６日 静岡県 浜松毎日ボウル 

９月１７日県予選の結果により派遣チームを決定。 

【11】各リーグの次回日程 

  ◇石 川リーグ  ③１０月 １日 リゾートレーン   ④１１月 ５日 ジャンボボール 

◇実業団リーグ  ④１０月２２日 リゾートレーン   ⑥１１月１２日 ジャンボボール 

  ◇シニアリーグ  ⑥ ９月２４日 リゾートレーン   ⑦１０月 ８日 ジャンボボール 

  ◇個 人リーグ    ９月１２日 ジャンボボール     ９月２６日 リゾートレーン 

 

【12】その他 

  ①ＪＢＣ特別法人会員（平成２９年８月以降登録） 

     北陸鉄道ジャンボボール・都崎商事（株）・高田産業（株）グループ 

   ＪＢＣ特別個人会員（平成２９年８月以降登録） 

     北川 善昭・榎本 隆明・竹田 輿市・廣岡 唯夫・谷口 一雄・渡辺 正広・永山 順一 

米沢 敏雄・石谷すず子・横川  健・竹田 源作 

  ②８月会議【７】項 第８回全日本小学生大会 

     第７位入賞 吉田 知花（白山市旭丘小学校）１,１９１（ＪＢＣnews第 550号に写真掲載） 


