
石川県ボウリング連盟 

４月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１8年 4月 18日（水）ＰＭ７:３０～ コロナキャットボウル金沢店

【１】第２１回 高等学校選手権・沖縄大会 結果        ３月１６～１８日 沖縄県 サラダボウル 
    男子４校１０名、女子４校６名が参加しました。
【２】第３回 県シニア選手権大会（予選６Ｇ・上位２４名トーナメント）結果  ３月１８日 クァトロブーム鹿島 

第１位 仲島 安昭（トナミ運輸金沢）  予選 １位 西村、 ２位 川上、 ３位 横山、  ４位 番井、  ５位 渡邊 

  第２位 久本 安子（中央支部）        6 位 東 、 ７位 中田、 ８位 太田、  ９位 泉真、 10 位 竹田 
  第３位 音地 豊子（中央支部）         11 位 奥野、12 位 久本、13 位 岡 、 14 位 仲島、15 位  飴谷 
  Ｈ／Ｇ 渡邊 元蔵（北陸電力石川）278      16 位 前田、17 位 木下、18 位 高根、 19 位 音地、 20 位 藤本 
  Ｈ／Ｓ 番井 昭彦（中央支部）  707      21 位 泉洋、22 位 小西、23 位 渡辺、 24 位 塩本 

【３】第５６回 全日本選手権大会 結果         ３月２２～２５日 愛知県 稲沢グランドボウル 
  男子 5 名・女子 6 名が参加 

【４】第４４回 石川県２人チーム選手権大会 結果           ４月８日 百万石リゾートレーン 
  ◇男子の部（３６チーム〉 
    第１位 ビッグクラブＢ     （前田 良一・斉藤 孝雄） ４,００１（３回目） 
    第２位 金沢ホープＡ      （出口 洋征・東  秀雄） ３,９３１ 
    第３位 加南支部Ａ       （本田多久斗・西村 隆政） ３,９００ 
    第４位 秀峰Ｂ         （大橋 久博・岡水 博志） ３,８２７ 
    第５位 秀峰Ａ         （川﨑 拓也・田中 椋也） ３,７８８ 
    第６位 久世ベローズエ業所Ａ  （田中 智之・脇坂 裕貴） ３,７６８ 
    Ｈ／Ｇ ビッグクラブＢ     （前田 良一・斉藤 孝雄）   ５１４ 
    Ｈ／Ｓ ビッグクラブＡ     （岩本 清兼・橘  靖人） １,３５０ 

◇女子の部（１１チーム〉 
    第１位 中央支部Ａ       （泉  洋子・三浦 啓子） ３,７９９（新記録） 
    第２位 金沢ホープ       （千木千恵子・奥村 一世） ３,６６０ 
    第３位 白鳳          （横山 小枝・大丸谷智子） ３,６５３ 
    第４位 能登支部        （宇田 博美・大工千加子） ３,５６８ 
    第５位 加南支部        （池田ひとみ・茶村小百合） ３,５３６ 
    第６位 中央支部Ｂ       （鈴木 順子・山崎 悦子） ３,４６８ 
    Ｈ／Ｇ 中央支部Ａ       （泉  洋子・三浦 啓子）   ４９５（新記録） 
    Ｈ／Ｓ 中央支部Ａ       （泉  洋子・三浦 啓子） １,３０９

【５】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県予選（２６チーム）結果 ４月１５日 百万石リゾーﾄレーン 

第１位   金沢市役所Ａ    （清水 正弘・中倉 啓太・奥村 一世）      ５,９７０ 
第２位   石川県教職員Ａ   （前浜  伸・小島  勝・今川  徹）      ５,８９３ 
第３位   コマツ粟津工場Ａ  （前出 雅裕・窪田  章・横山 義雄）      ５,５８６ 
第４位   津田駒工業Ａ    （野村  潤・大原 啓三・北川 裕治）      ５,５７８ 
第５位   北國銀行Ａ     （中嶋 修一・池田ひとみ・魚  雅章）      ５,５６４ 
第６位   久世ベローズエ業所Ａ（河合 昭彦・脇坂 裕貴・田中 智之）      ５,４９５ 
第７位   金沢市役所Ｂ    （白木  武・中村 和弘・吉田 伸也）      ５,４７３ 
第８位   トランテックスＡ  （松本 英将・益田  彰・奥野 民夫）      ５,４１０ 
第９位   コマツ粟津工場Ｂ  （篠田  啓・茶村小百合・東江富美雄）      ５,４０６ 
第 10 位 北陸電力石川Ａ   （木谷 哲也・渡邊 絢乃・田中 椋也）      ５,３７９ 
第 11 位 環境開発      （山森 正治・山内 雄大・小谷 拓也・竹井  満）５,３６７ 
第 12 位   トナミ運輸金沢    （野々村恵子・打屋 知子・仲島 安昭）      ５,３０４ 
Ｈ／Ｇ   石川県教職員Ａ   （前浜  伸・小島  勝・今川  徹）        ７２８ 
Ｈ／Ｓ   石川県教職員Ａ   （前浜  伸・小島  勝・今川  徹）      ２,１０５



【６】第３９回 北信越国体県予選会について  ４月１４日～６月１６日 リゾート・クランド・クァトロ・コロナ 
    協議済み。（ジュニア・４/１４、４/２８、５/１２  成年・５/２６、６/３、６/１６） 

【７】ゆーりんピック２０１８について               ５月５～６日 レジャーランボウル 
    協議済み。（１１月３～６日ねんりんピック２０１８富山大会の選考兼ねる） 

【８】第３５回 北信越都市対抗選手権大会について ５月１２～１３日       長野県 ヤングファラオ 
    協議済み。（能登３、中央６、加南３） 

【９】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 
    選考中。 

【10】第３１回 オールジャパンレディストーナメントについて   ６月１～３日 福島県 ボウルアピア郡山 
    各支部から希望者を募ります。４月２１日（土）までに申し出て下さい。 

【11】第４４回 全日本実業団産業別選手権大会について ６月８～１０日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 
    Ａ部門：金沢市役所Ａ・石川県教職員・金沢市役所Ｂ 
    Ｂ部門：北國銀行 
    Ｄ部門：コマツ粟津工場Ａ・津田駒工業・久世ベローズエ業所・トランテックス・コマツ粟津工場Ｂ 

【12】第２７回 いしかわスポレク交流大会 シニアボウリング大会について ６月１０日 レジャーランボウル 
  ◇競  技 男女別個人戦３ケーム 
        男女共ハンディキャプ制（平成 30 年 4月 1 日現在年齢）    ６５～６９歳・５点、７０～７４歳・１０点、 

７５～７９歳・１５点、８０～８４歳・２０点、８５歳以上は５歳毎に２０点＋5 点 
  ◇参加資格 ６０才以上の石川県に居住する者 
  ◇表  彰 （１）男女別１～６位「賞状」 （２）７５才以上の参加選手「スポレク賞」 
  ◇参  加  費 １人 ６００円 
  ◇申し込み 会場又は県連事務局に準備してある申込用紙に記入（指名・住所・生年月・年齢・市町名）して、 
        「５月３１日（木）」までに県連事務局に申し込むこと 
  ◇その他（１）受付は９：００～９：４０ 競技は１０：００～１２：３０ 
      （２）選手はユニフォームを着用のこと（ない選手は種目に相応しい服装のこと） 
      （３）※ボウラーズベンチ内での飲食禁止 ※大会中の負傷等は応急処置のみ行う 

【13】第５１回 全日本シニア選手権大会について     ６月２２～２４日 愛知県 稲沢グランドボウル 
    シニア部に一任。 

【14】第５５回 東日本選手権大会について        ６月２９～７月１日 三重県 津グランドボウル 
    個人リーグ参加選手の中から選出。 

【15】日本スポーツマスターズ２０１８札幌大会 県予選について  
① ６月３０日 グランドボウル 
② ７月 ７日 コロナキャット 

    ５月会議に提案します。 

【16】各リーグの次回日程 

  ◇石川ボウリングリーグ ① ７月２９日 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   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 リゾートレーン   ② ５月２７日 コロナキャット 

  ◇個人リーグ        ４月１８日 コロナキャット     ４月２４日 リゾートレーン 

【17】その他 
  「個人リーグ」運営について 


