
石川県ボウリング連盟 

3月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０１8年 3月 13日（火）ＰＭ７:３０ ジャンボボール

 

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

 ◆団体戦 ◇第１位 久世ベローズ工業所Ａ（田中 智之・脇坂 裕貴）    ４,０３１（２回目・新記録・北國新聞写真掲載） 

 （２６チーム）   第２位 金沢市役所Ａ    （清水 正弘・中倉 啓太）    ３,８７３  

       第３位 トランテックスＡ  （松本 英将・奥野 民夫）    ３,８１４ 

       第４位 北國銀行Ａ     （中嶋 修一・魚  雅章）    ３,８１１ 

       第５位 北陸電力石川Ａ   （渡邊 元造・渡邊 絢乃）    ３,７９３ 

       第６位 コマツ粟津工場Ａ  （横山 義雄・前出 雅裕）    ３,７７４ 

       Ｈ／Ｇ 久世ベローズ工業所Ａ（田中 智之・脇坂 裕貴）      ５３８ 

       Ｈ／Ｓ 金沢市役所Ａ    （清水 正弘・中倉 啓太）    １,４２９ 

 ◆個人戦                  （新記録） 

◇第１位 脇坂 裕貴（久世ベローズ工業所Ａ）２,８２０    第５位 奥野 民夫（トランテックス）  ２,６０４ 

       第２位 田中 椋也（北陸電力石川Ｂ）   ２,７２９  第６位 渡邊 元造（北陸電力石川Ａ）  ２,５６１ 

       第３位 清水 正弘（金沢市役所Ａ）    ２,６２７  Ｈ／Ｇ 河合 昭彦（久世ベローズ工業所Ｂ）２９０ 

       第４位 田中 智之（久世ベローズ工業所Ａ）２,６０８  Ｈ／Ｓ 清水 正弘（金沢市役所Ａ）    ７３１

【２】平成２９年度シニアリーグ 結果 （４月～２月 全１１節） 
             （得 点）              （勝点）（Ｇ） （ＡＶ）     （ＨＧ）       （ＨＳ）                              （得 点）      （勝点）（Ｇ）（ＡＶ）         （ＨＧ）      （ＨＳ） 

 １位 前田 知一 １３,６６３  380  48 ２２０.5   ２８８  ７３６  ６位 出口 洋征 １３,２８１  385  60  １９９.9   ２７０  ６９６ 

 ２位 大丸谷智子 １３,４８３  360  66 １９８.8   ２６７  ６８６  ７位 塩本  靖 １３,２３５  355  66  １９５.2   ２６９  ６８６ 

 ３位 西村 隆政 １３,３６４  345  66 １９５.1   ２５８  ７１９  ８位 岡  里美 １３,２１８  370  66  １８６.4   ２４８  ７０４ 

 ４位 太田 一哉 １３,３５６  395  60 １９６.4   ２８６  ７０２  ９位 倉田 静雄 １３,１１６  385  66  １９０.4   ２６９   ６８９ 

 ５位 東  秀雄 １３,２９２  400  54 ２０５.4   ２７８  ６９９   １０位 渡辺 正広 １３,１０８  350  66  １８８.6   ２５８  ６８１ 

 ◇Ｈ／Ｇ：男子 前田 知－ ２８８   女子 大丸谷 智子 ２６８ 

 ◇Ｈ／Ｓ：男子 前田 知－ ７３６   女子 岡   里美 ７０４ 

 ◇全参加：岡  里美・小川 清志・賀戸 秀次・木下  晃・倉田 静雄・小西  修・斉藤 孝雄・大丸谷 智子・ 

中村 邦子・西村 隆政・萩澤 俊治・渡辺 正広・高根 睦広・太田 一哉・篠田  啓・塩本  靖

 

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

 ◆男子◇２人チーム戦 第２位 石川Ｆ（前出 雅裕・横山 義雄）               ２,７１０ 

            第４位 石川Ｐ（田中 信一・東  秀雄）               ２,５７０ 

            第５位 石川Ｒ（林  康平・出口 洋征）               ２,５５６ 

    ◇４人チーム戦 第２位 石川Ｅ（本田多久斗・西村 隆政・山崎  勉・車 富記雄）   ５,１９４ 

            第３位 石川Ｃ（大丸谷 悟・南出 俊一・前出 雅裕・横山 義雄）   ５,１６７ 

            第４位 石川Ａ（山出 浩之・松浦  弘・塚  良雄・岡水 博志）   ５,０９６ 

            第５位 石川Ｈ（清水 正弘・中倉 啓太・田中 信一・東  秀雄）   ５,０６４ 

    ◇個人総合   第３位 魚  雅章                          １,３９３ 

            第６位 出口 洋征                          １,３３６ 

    ◇ハイシリーズ 魚  雅章                                ７４８ 

 ◆女子◇２人チーム戦 第１位 石川Ｆ（河村 里穂・平林 幸子）               ２,６４１ 

            第２位 石川Ｅ（奥村 一世・中村 邦子）               ２,５２２ 

            第３位 石川Ｂ（渡辺外志子・木村 厚子）               ２,３３３ 

            第５位 石川Ａ（宇田 博美ｂ大工千加子）               ２,２１０ 



    ◇４人チーム戦 第１位 石川Ｅ（河村 里穂・奥村 一世・平林 幸子・中村 邦子）   ４,６１９ 

            第３位 石川Ｃ（渡辺外志子・木村 厚子・宇田 博美・大工千加子）   ４,４４５ 

            第５位 石川Ｂ（米田 有希・塚本 詩織・松下  惠・岡  里美）   ４,２１７ 

    ◇個人総合   第１位 奥村 一世 （北國新聞写真掲載）                   １,３６９ 

            第２位 大工千加子                          １,２４３ 

            第４位 木村 厚子                          １,１６４ 

            第５位 平林 幸子                          １,１５７ 

            第６位 中村 邦子                          １,１４７ 

    ◇ハイゲーム  大工千加子・木村 厚子                          ２７８ 

    ◇ハイシリーズ 大工千加子                                ７０７

 

【４】平成２９年度石川県個人選手権者決定戦 結果             ３月１１日 百万石リゾートレーン 

   ◇男 子 第１位 朝山 遥紀（秀 峰）       ２,０４０（初優勝・北國新聞写真掲載） 

   （１８名）     第２位 田中 椋也（北陸電力石川）      ２,０２８     Ｈ／Ｇ 前出 雅裕（コマツ粟津工場）   ２７９ 

        第３位 前田 知一（加南支部）    ２,０２２     Ｈ／Ｓ 田中 智之（久世ベローズ工業所） ７５４ 

        第４位 魚  雅章（北國銀行）     ２,００２     

        第５位 田中 智之（久世ベローズ工業所）１,９９５ 

第６位 前出 雅裕（コマツ粟津工場）        １,９８２ 

   ◇女 子 第１位 横山 小枝（白 鳳）      １,８７１（初優勝・北國新聞写真掲載） 

    （４名）  第２位 小西 寛子（中央支部）     １,８２６  Ｈ／Ｇ 小西 寛子（中央支部）    ２５７ 

        第３位 中村 邦子（ハンター）     １,６８０  Ｈ／Ｓ 小西 寛子（中央支部）    ６４７ 

        第４位 泉  洋子（銀 河）      １,５８９

 

【５】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。

 

【６】第５６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 

    監 督：渡辺正広（選手兼任） 

    男 子：２人＝Ａ：魚 雅章・渡邊元造  Ｂ：朝山遥紀・田中椋也  Ｃ： 飴谷 暢・渡辺正広 

        ３人＝Ａ：渡邊元造・魚 雅章・田中椋也  Ｂ：朝山遥紀 ・飴谷 暢・渡辺正広 

        ６人＝  渡邊元造・魚 雅章・田中椋也・朝山遥紀 ・飴谷 暢・渡辺正広 

    女 子：２人＝Ａ：平林幸子・小西寛子  Ｂ：泉 洋子・中村 邦子 Ｃ：渡邊絢乃・奥村一世 

        ３人＝Ａ：渡邊絢乃・平林幸子・小西寛子  Ｂ：泉 洋子・中村邦子・奥村一世 

        ６人＝  渡邊絢乃・平林幸子・小西寛子・泉 洋子・中村 邦子・奥村一世

 

【７】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 

    協議済み。

 

【８】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 

             協議済み。（実業団部に一任）

 

【９】ゆ一りんビック２０１８について                   ５月５～６日 レジャーランボウル 

  ◇大会日程  ５日  １３時００分  ６０才以上（男女混可）  ２人チーム戦 ４ゲーム 

         ６日  １０時００分  ６０才以上・５９才以下  個人戦    ６ケーム 

  ◇ハンディキャップ ６０～６９歳＝男 ０・女１５  ７０～７４歳＝男    ５・女２０ 

 ７５～７９歳＝男 10・女２５  ８０歳以上 ＝男１５・女３０ 



 ◇褒  賞 ①２人チーム戦  １位～３位  ②個人戦 １位～３位 ③最高齢者賞（男・女） 

 ◇参  加  費 ①２人チーム戦 ３,０００円  ②個人戦２,３００円 

 ◇申し込み ４月２０日（金）までに、県連事務所内に設置の所定「箱」へ。 ◇担当：竹田興市副理事長 

         ※ ４月から県連事務所は「御経塚グランドボウル」内になります。 

 ◇その他  ①第３１回「ねんりんビック２０１８富山大会」（１１月３～６日）の選手選考を兼ねる。 

       ②選考は、チーム戦・個人戦の合計１０ゲームのスコアによる。 

 

【10】第３５回 北信越地区都市対抗選手権大会について       ５月１２～１３日 長野県 ヤングフアラオ 

  能登支部３、中央支部６、加南支部３チームの予定。

 

【11】第５２回 全日本選抜選手権大会について        ５月１８～２０日 埼玉県 新狭山グランドボウル 

  有資格者で参加希望者は、早期に申し出て下さい。

 

【12】第３９回 北信越国体 石川県予選について 

 【ジュニアの部】 

   ◇日 時 【Ｉ】４月１４日（土）百万石リゾートレーン １０時００分 

 【Ⅱ】４月２８日（土）御経塚グランドボウル １０時００分 

        【Ⅲ】５月１２日（土）コロナキャットボウル １０時００分   ※９時３０分集合厳守のこと。 

   ◇内 容 男女個人戦 ３×９Ｇ ２７Ｇトータルで決定する。 

   ◇選 考 男女各２名を強化候補選手として、７月２０～２２日の北信越国体（新潟）に派遣する。 

   ◇資 格 ◎ＪＢＣジュニア会員であり、４月現在１８才未満のもの。（中学３年生可） 

        ◎ＪＢＣ会員証とボール検査証を必携のこと。 

 ◇申 込 「所定の申込用紙」に記入して、４月７日（土）までに、学校顧問又は県連に提出のこと。 

◇参加費 ４,５００円。 ※ 初日の受付けの際に納入すること。 

【成年の部】 

   ◇日 時 【Ｉ】５月２６日（土）百万石リゾートレーン １９時００分 

【Ⅱ】６月 ３日（日）クァトロブーム鹿島  １０時００分 

        【Ⅲ】６月１６日（土）コロナキャットボウル １９時００分 

   ◇内 容 男女個人戦 ３×８Ｇ ２４Ｇトータルで決定する。 

   ◇選 考 男女各上位４名を、７月２０～２２日の北信越国体（新潟）に派遣する。 

   ◇資 格 ①石川県連会員であること。 ②国体総則５による。 

   ◇申 込 「所定の申込用紙」に記入して、５月１２日（土）までに所属支部に提出すること。 

   ◇参加費 １３,０００円。 ⑳初日の受付けの際に納入すること。 

   ◇その他 県代表に決定後は、県連指定の強化練習に必ず参加すること。

 

【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 レジャーランボウル 

   ◇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 レジャーランボウル 

   ◇シニアリーグ       ① ４月２２日 百万石リゾートレーン  ② ５月２７日 コロナキャットボウル 

   ◇個人リーグ          ３月１３日 ジャンボボール       ３月２７日 百万石リゾートレーン


