
石川県ボウリング連盟 

５月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１8 年 5 月 8 日（火）ＰＭ７:３０～ 御経塚グランドボウル

【１】第３９回 北信越国体県予選について ４月１４～６月１６日 
リゾートレーン、グランドボウル、クァトロブーム、コロナキャットボウルで実施中。

【２】ゆ－りんピック２０１８ 結果            ５月５～６日 レジャーランボウル 

 ◇ダブルス戦（３６名） 
第１位 東  秀雄・中村 邦子（石川Ｂ）１,７８７ 第４位 市川 節子・中川 外治（白山市） １,６５７ 

  第２位 斉藤 孝雄・斉藤 外広（石川Ａ）１,６９１ 第５位 西田  実・川田 一久（志賀町Ａ）１,６２２ 
  第３位 大丸谷智子・川畑 照雄（小松市）１,６７９ 第６位 海老口正人・浜田 澄子（志賀町Ｃ）１,５９２ 
 ◇個 人 戦（６０歳以上 男子２１名） 
  第１位 野口  覚（羽咋市） １,３６０      第４位 米田 信男（内灘町） １,２７１ 
  第２位 東  秀雄（金沢市） １,３５７      第５位 斉藤 孝雄（白山市） １,２３６ 
  第３位 斉藤 外広（津幡町） １,３５１      第６位 福島 定雄（七尾市） １,２２３ 
 ◇個 人 戦（６０歳以上女子１１名） 
  第１位 大丸谷智子（小松市） １,２８９      第４位 市川 節子（白山市） １,１７８ 
  第２位 中村 邦子（津幡町） １,２６１      第５位 渡辺外志子（七尾市） １,１５０ 
  第３位 松山久美子（七尾市） １,１９０      第６位 浜田 澄子（志賀町） １,１１９ 
 ◇高齢者表彰 男子：奥  善治 ９０才（５回）   女子：橋本 麗子 ８１才（初）

【３】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 

  監 督：谷口 一雄 
  輪島市：  １大工千加子・２塚  良雄・３高森 健一・４万砂  覚 
  七尾市：Ａ＝１大橋 久博・２岡水 博志・３木村 厚子・４松井 龍雄 
      Ｂ＝１高尻 純一・２西野 正浩・３渡辺 正広・４渡辺外志子 
  金沢市：Ａ＝１音 祐太郎・２中田 勝広・３中倉 啓太・４山岸 健一 
      Ｂ＝１朝山 遥起・２松下  惠・３川﨑 拓也・４田中 椋也 
      Ｃ＝１飴谷  暢・２槻  伸一・３木下  晃・４広瀬 信明 

     Ｄ＝１奥村 一世・２東  秀雄・３羽場 真生・４高根 睦広 
  能美市：  １森  光明・２新保 康夫・３吉田 伸也・４中田 直之 
  小松市：  １前田 知一・２木下 直弘・３前出 雅裕・４本田多久斗 
  加賀市：  １横山 義雄・２西村 隆政・３小西  修・４車 冨記雄

【４】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 手：田中 椋也・木谷 哲也・松原 真珠・清水 正弘   
      中倉 啓太・朝山 遥起・横山 小枝・奥村 一世

【５】第３１回 オールジャパン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 
◇不参加

【６】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 富山地鉄グランドボウル 
 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   北陸電力石川 環境開発 
 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

【７】第２７回 石川県スポレク交流大会について        ６月１０日 レジャーランボウル 
  協議済み。



【８】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 
  監 督：渡辺 正広（選手兼任） 
  ＜男子＞シニア   西村 隆政・前田 知一・泉  真也・東  秀雄・田中 信一 
            太田 一哉・塩本  靖・安藤 和広・木下 直弘・永原  到 
    ハイシニア   前田 良一・倉田 静雄・高根 睦広・渡辺 正広 
            中川 外治・斉藤 孝雄・大岩  茂・竹田 源作 
    マスターシニア 藤本外茂夫 
  ＜女子＞シニア   久本 安子・高野由紀子・岡  里美・泉  洋子 
    ハイシニア   小西真知子・大丸谷智子 
    マスターシニア：中村 邦子

【９】第５５回 東日本選手権大会について   ６月２９日～７月１日 三重県 津グランドボウル 
  予選リーグより選考。 

【10】日本スポーツマスターズ２０１８札幌大会県予選について 

  日 時 ：【Ｉ】６月３０日グランドボウル    午後７時００分 スタート 

       【Ⅱ】７月 ７日コロナキャットボウル 午後７時００分 スタート 

  競技内容：①各会場６ゲーム 計１２ゲームにより順位を決定する。 

 ②各会場でレーン抽選を行い、２ゲーム毎にレーン移動する。 

       ③ＪＢＣ決定の第７３回国体用オイルパターンを使用する。 

       ④男女各上位４名を日本スポーツマスターズ２０１８札幌大会に派遣する。 

  参加資格：平成３０年度石川県ボウリング連盟会員であること。 

  参加費 ：７，０００円 ※初回受付の際に納入すること。 

  申込締切：平成３０年６月２３日（土）までに各支部に申し込むこと。 

【11】第３９回 北信越国体（茨城国体地区予選）について ７月２０～２２日 新潟県 サウンドボウル見附店 

  実施中の県予選終了後、県代表を決定。 

【12】第４２回 全日本中学校選手権大会について ７月２３～２５日 京都府 キョウイチボウル宇治 

  推薦選手があれば、なるべく早く県連に申し出てください。

【13】第５１回 全日本新人選手権大会県予選について     ７月２９日 百万石リゾートレーン 
 ◇競 技 男女別個人戦６ゲーム。１６：００スタート。 

  ◇参加費 ３,０００円。（ジュニア２,５００円） 
  ◇申込み 当日会場にて受付け。

【14】第４１回 全日本高等学校選手権大会について ７月３１～８月２日 神奈川県 川崎グランドボウル 
  高体連部に一任。
【15】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 ５月２７日 コロナキャット   ② ６月２４日 リゾートレーン 
  ◇予選リーグ        ５月 ２日 コロナキャット     ５月１６日 リゾートレーン 
【16】その他 
  県高校総体が５月３１日～６月１日（木～金）百万石リゾートレーンで開催されます。


