
石川県ボウリング連盟 

２月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０１8 年２月 13 日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

 

【１】第４３回  石川県４人チーム選手権大会 結果           １月１４日 ジャンボボール 

 ◇男 子（２０チーム）                           （第１位 ２年連続・９回目・北國新聞写真掲載） 

   第１位 秀峰        （岡水 博志・山岸 健一・川﨑 拓也・中越 純矢）          ７,９５５ 

   第２位 久世ベローズ工業所 （脇坂 裕貴・河合 昭彦・松浦  弘・田中 智之）          ７,８５３ 

   第３位 ビッグクラブＢ   （橘  靖人・津田 吉哲・岩本 清兼・川上 秀則）          ７,８３１ 

   第４位 中央支部Ｂ     （大橋 久博・福岡  忠・朝山 遥紀・竹元 貴洋）          ７,８１４ 

   第５位 加南支部      （車 冨記雄・西村 隆政・本田多久斗・木下 直弘）          ７,７１６ 

   第６位 金沢Ｊクラブ    （魚  雅章・畠  健治・越野  匠・堀  豊和）          ７,７０８ 

   Ｈ／Ｇ 久世ベローズ工業所 （脇坂 裕貴・河合 昭彦・松浦  弘・田中 智之）            ９７６ 

   Ｈ／Ｓ 久世ベローズ工業所 （脇坂 裕貴・河合 昭彦・松浦  弘・田中 智之）          ２,８３４ 

 ◇女 子（６チーム）                                    （第１位 北國新聞写真掲載） 

   第１位 中央支部Ａ     （泉  洋子・鈴木 順子・辻阪 明美・三浦 啓子）          ７,２８１ 

   第２位 中央支部Ｂ     （久本 安子・有田登美子・渡邊 絢乃・山崎 悦子）          ６,９０９ 

   第３位 石川Ａ       （松下  惠・中村 晃子・池田ひとみ・奥村 一世）          ６,７９１ 

   第４位 能登支部      （木村 厚子・大工千加子・宇田 博美・渡辺外志子）          ６,６３１ 

   第５位 ハンター      （金沢左登美・羽場 恵美・平林 幸子・中村 邦子）          ６,６０５ 

   第６位 石川Ｂ（メイク）  （大丸谷智子・横山 小枝・岡  里美）                ５,４８２ 

   Ｈ／Ｇ 能登支部      （木村 厚子・大工千加子・宇田 博美・渡辺外志子）            ８４８ 

   Ｈ／Ｓ 中央支部Ａ     （泉  洋子・鈴木 順子・辻阪 明美・三浦 啓子）          ２,３６５

 

【２】平成２９年度 石川県実業団リーグ 成績  （５月～１月 第７節）       （１位～３位 北國新聞写真掲載） 

第１位  久世ベローズエ業所Ａ ６３.０（３０,５３２）  第１４位 北國銀行Ｂ      ３２.０（２１,１１１） 

   第２位  北陸電力石川Ａ    ６１.０（３０,６９６）  第１５位 北陸電力石川Ｂ    ３１.０（２６,７１５） 

   第３位  トランテックス    ５９.０（２９,１４５）  第１６位 澁谷工業Ｂ      ２９.０（２５,７５９） 

   第４位  金沢市役所Ａ     ５８.０（３０,１４４）  第１７位 直人運輪       ２７.０（２４,２６６） 

   第５位  コマツ粟津工場Ｂ   ５３.５（２８,４１７）  第１８位 久世ベローズエ業所Ｂ ２６.０（２５,８８７） 

   第６位  環境開発       ５３.０（２９,１６５）  第１９位 津田駒工業Ａ     ２６.０（２４,８７６） 

   第７位  澁谷工業Ａ      ５２.０（２８,２６３）  第２０位 小松ウオールエ業   ２５.０（２４,３５１） 

   第８位  北國銀行Ａ      ５１.５（３０,０５９）  第２１位 石川県庁Ｂ      ２５.０（２２,１２１） 

   第９位  コマツ粟津工場Ａ   ５１.５（２８,８４２）  第２２位 石川県庁Ａ      ２３.０（２５,１９７） 

   第１０位 石川県教職員Ａ    ５０.０（２８,７１１）  第２３位 高松機械工業     １６.５（１６,８９６） 

   第１１位 トナミ運輸金沢    ４８.０（２７,５９１）  第２４位 石川県教職員Ｂ    １２.５（１７,３５６） 

   第１２位 津田駒工業Ｂ     ４５.５（２８,７５６）  第２５位 北陸電力石川Ｃ    ｌ０.０（ ６,４４０） 

   第１３位 金沢市役所Ｂ     ４３.０（２７,２５４）  Ｈ／Ｇ  久世ベローズエ業所Ａ        ７９８

 

【３】第３５回 全日本実業団都市対抗選手権大会 結果         ２月２～４日 京都府 しょうざんボウル 

 １１チームが参加。                    （金沢市役所、田中椋也、田中智之 北國新聞記事・写真掲載） 

  ◇第１位   金沢市役所Ａ   （金沢市）（清水正弘・松原真珠・奥村一世・中倉啓太・中村晃子）３,０２５ 

  ◇第１０位  久世ベローズエ業所（津幡町）（河合昭彦・脇坂裕貴・松浦 弘・田中智之）     ２,７６３ 

  ◇第１４位  北陸電力石川Ａ  （金沢市）（渡邊元造・木谷哲也・安田昌樹・田中椋也・渡邊絢乃）２,７２３ 

  ◇第１５位  トランテックス  （白山市）（奥野民夫・松本英将・小竹 宏・益田 彰）     ２,６９８ 

  ◇第１６位  北國銀行     （金沢市）（中嶋修一・魚 雅章・永山順一・池田ひとみ）    ２,６７７ 

  ◇チームＨ/Ｇ  北陸電力石川Ａ  （金沢市）（渡邊元造・木谷哲也・安田昌樹・田中椋也・渡邊絢乃） ２,７１９ 

  ◇個 人Ｈ/Ｇ  田中椋也（北陸電力石川）、田中智之（久世ベローズエ業所）               ２９０ 



【４】第３３回 全日本年齢別選手権大会 結果            ２月１０～１２日  大阪府 イーグルボウル 

 １９歳以下 男子１、２0 歳代 男子２、女子１、３０代 男子２、４0 歳代 女子１、５０歳代 男子１、６０歳以上男子２ 参加。 

  ◇第５位        田中智之（１９歳以下）                        ２,７４０ 

  ◇選手権者決定戦出場者 田中智之（１９歳以下）、田中椋也（２０歳代）

 

【５】第４３回 石川県実業団選手権大会について                ２月１８日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。（実業団部に一任）

 

【６】平成２９年度 北陸三県競技大会について                ３月３～４日 百万石リゾートレーン 

    選考中。

 

【７】平成２９年度 石川県個人選手権者決定戦について             ３月１１日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。（受付当日も可）※競技内容の一部変更→会場にて説明。

 

【８】第２１回 全国高等学校選手権大会 沖縄大会            ３月１６～１８日   沖縄県 サラダボウル 

尾山台高校       監督：盛田知克  選手：（男）蔵野勇志・山田祐介・宮谷拓海（女）坂井 結・端保優寧 

    小松工業高校   監督：前浜大八  選手：（男）山越慧汰・高地佳刀・玉田力也・角 政樹 

    伏見高校     監督：今川 徹  選手：（男）樽松勇佑・倉内智大（女）米田有希・伊登ひゆ 

    金沢市立工業高校 監督：棒田郁夫  選手：（男）小村隆斗（女）栗原 萌 

    内灘高校     監督：角谷竜一  選手：（女）山口朱蘭

 

【９】第３回石川県シニア選手権大会について                  ３月１８日 クァトロブーム鹿島 

    協議済み。（委嘱のあった役員・審判員は協力をお願いします）

 

【10】第５６回 全日本選手権大会について             ３月２２～２５日 愛知県 稲沢グランドボウル 

    選考中。

 

【11】第４４回石川県２人チーム選手権大会について               ４月８日 百万石リゾートレーン 

◆内容の変更。 

  ◇男女別 ９ゲーム⇒予選６ゲーム＋決勝３ゲーム（点数持込制） 

男子１２チーム・女子６チームが決勝に進出。 

  ◇褒 賞 男女別１位～３位。 

  ◇参加費 予選１チーム６,０００円 決勝３,０００円（ジュニア１名２,５００円） 

  ◇申込み ３月３０日（土）締切り。 

  ◇大会記録 男子 トータル４,３３９（４３回 秀峰） ハイーム５８８（４３回 秀峰）       ハイシリーズ １,５０８（４３回 秀峰） 

            女子 トータル３,７７８（３８回 中央） ハイーム４８５（２６回 白鳳・３８回 加南） ハイシリーズ １,３６２（３９回 ハンター）

 

【12】第２８回 石川県実業団競技会 兼 第４４回 全日本実業団産業別選手権大会予選について 

 ４月１５日 百万石リゾートレーン 

   実業団部に一任。

 

【13】各リーグの次回日程 

  ◇石川ボウリングリーグ ① ７月２９日 百万石リゾートレーン    ② ８月 ５日 バイパスレジャーランド 

   ◇実業団リーグ     ① ５月２０日 コロナキャットボウル    ② ６月２４日 バイパスレジャーランド 

   ◇シニアリーグ     ⑪ ２月２５日 ジャンボボール（最終節）  ① ４月２２日 百万石リゾートレーン 

   ◇個人リーグ        ２月１３日 ジャンボボール         ２月２７日 百万石リゾートレーン

 

【14】その他 

 平成３０年度ＪＢＣ会員継続登録 『３月２０日までに完了』して下さい。 


