
石川県ボウリング連盟 

6 月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０１8 年 6 月 12 日（火）ＰＭ７:３０～ 御経塚グランドボウル

【１】平成３０年度 石川県連 定期総会報告     ５月１７日（金）午後７時 00 分～ グランドボウル 

◇ 高田会長・榎本理事長  以下１６名出席   ・・・成 立 

◇ 平成２９年度 事業報告・決算報告・監査報告 ・・・承 認 

◇ 平成３０年度 事業計画・予算案       ・・・承 認 

◇ その他・・・ ◎ 新事務局 〒921－8801 石川県野々市市御経塚２－９１ 御経塚グランドボウル内 

           （電話）０７６－２４９－０６２５（ＦＡＸ）０７６－２４９－０６２６ 

             ◎ 各支部所属の公認審判員の減少問題及び養成について 

          ◎ 使用会場 リゾート・グランド・クァトロ・レジャラン・コロナ
 

【２】第３５回 北信越都市対抗選手権大会 結果     ５月１２～１３日 長野県 ヤングファラオ 

  ６市から１０チーム４０名が参加。 
  ◇ ４人チーム戦 
   第２位 金沢市Ｄ（奥村 一世・東  秀雄・羽場 真生・高根 睦広） 
   Ｈ／Ｇ 七尾市Ａ（大橋 久博・岡水 博志・木村 厚子・松井 龍雄）         ９６６ 
   Ｈ／Ｓ 七尾市Ａ（大橋 久博・岡水 博志・木村 厚子・松井 龍雄）    ２,７５２ 
  ◇ 個人戦 
   第１位 東  秀雄（金沢市）                       ２,９９５ 
   第４位 大橋 久博（七尾市）                       ２,７３０ 
   Ｈ／Ｇ 田中 椋也（金沢市）・岡水 博志（七尾市）                                                   ２８９ 
   Ｈ／Ｓ 岡水 博志（七尾市）                         ７６２
 

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

  男子６、女子２名が参加

【４】第４４回 全日本実業団産業別選手権大会 結果 ６月８～１０日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

    １５チームが参加                            入賞チーム 北國新聞写真掲載 

 ◇ 決勝大会 第３位 北陸電力石川Ａ（渡邊元造・安田昌樹・田中椋也・渡邊絢乃）  ３,９５１ 

        第４位 久世ベローズ工業所   （河合昭彦・脇坂裕貴・田中智之）  ３,９４２ 

        第６位 金沢市役所Ａ    （清水正弘・奥村一世・中倉啓太・松原真珠）  ３,９０９ 

 ◇決勝進出チーム 北陸電力石川Ａ・久世ベローズ工業所・金沢市役所Ａ・トランテックスＡ・石川県教職員・環境開発 

 ◇部門別 Ａ部門 第２位 金沢市役所Ａ      （清水正弘・奥村一世・中倉啓太・松原真珠）      １,９４０ 

        Ａ部門 第６位 石川県教職員      （前浜 伸・中田裕己・今川 徹・小島 勝）      １,８６７ 

Ｂ部門 第１位 北陸電力石川Ａ  （渡邊元造・安田昌樹・田中椋也・渡邊絢乃）      １,７８９ 

        Ｂ部門 第７位 環境開発     （山森正治・山内雄大。小谷拓也・竹井 満）      １,８８３ 

        Ｄ部門 第４位 トランテックスＡ （松本英将・益田 彰・奥野民夫）           １,９８４ 

        Ｄ部門 第８位 久世ベローズ工業所（河合昭彦・脇坂裕貴・田中智之）           １,８１２ 

        Ｂ部門 チームハイシリーズ  北陸電力石川Ａ（渡邊元造・安田昌樹・田中椋也・渡邊絢乃） ２,０６９

 

【５】第２７回 石川県スポレク交流大会 結果 ５０名参加   ６月１０日 レジャーランボウル 

男 子：第１位 畠  健治（内灘町）７１０     第４位 福島 定雄（七尾市）６５５ 
        第２位 住井  茂（金沢市）６７２     第５位 田中 信一（金沢市）６４５ 
           第３位 東  秀雄（金沢市）６６５     第６位 堀  豊和（金沢市）６４１ 

女 子：第１位 小西真知子（内灘町）５６４     第４位 住井美津子（金沢市）５１９ 
           第２位 中村 邦子（津幡町）５５６     第５位 吉野 祐子（金沢市）４３２ 
           第３位 中川 智子（金沢市）５２１     第６位 山本 幸子（白山市）４３０ 



【６】第３９回 北信越国体県予選について    ４月１４日～６月１６日 リゾート、グランド、クァトロ、コロナ 

   継続実施中。（６月１６日 成年【Ⅲ】コロナ会場で終了）
 

【７】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 

  協議済み （男子：シニア８、ハイシニア８、マスターシニアｌ、女子：シニア４、ハイシニア２、マスターシニア１）

 

【８】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 

監 督：魚 雅章（選手兼任） 

  選 手：男子４人戦  朝山遥紀 ⇒ 魚 雅章 ⇒ 飴谷 暢 ⇒ 田中椋也 
        ２人戦  Ａ 朝山遥紀 ⇒ 田中椋也  Ｂ 魚 雅章 ⇒ 飴谷 暢 
      女子４人戦  塚本詩織 ⇒ 松下 恵 ⇒ 小西寛子 ⇒ 奥村一世 
        ２人戦  Ａ 小西寛子 ⇒ 奥村一世  Ｂ 松下 惠 ⇒ 塚本詩織
 

【９】日本スポーツマスター ２０１８ 札幌大会 県予選について ６月３０日（グランド）  ７月７日（コロナ） 

    協議済み
 

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

    ６月１６日の最終県予選終了後、派遣選手を決定（成年男女・上位 4 名、少年男女・上位 2 名）
 

【11】第 42 回 全日本中学選手権大会について 7 月２３～２５日        京都府 キョウチイボウル宇治 

  協議済み
 

【12】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 

     協議済み（申込み当日でも可）
 

【13】第４２回 全日本高校選手権大会について      ７月３０～８月１日 神奈川県 川崎グランドボウル 

     協議済み（高体連専門部に一任）
 

【14】第９回 全日本小学生競技大会について          ８月４～５日 愛知県 稲沢グランドボウル 

  推薦選手は、県連まで申し出て下さい。先着 10 名。
 

【15】第７０回 石川県民体育大会について             ８月１１～１２日 クァトロブーム鹿島 

  主管 能登支部
 

【16】第３３回 東海北信越高校選手権大会について        ８月１１～１２日 百万石リゾートレーン
 

【17】第１８回 北信越地区シニア選手権大会について  ８月２５～２６日 福井県 スポーツプラザ WAVE40 

  シニア部に一任
 

【18】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 ６月２４日 レジャーランボウル ②  7 月１５日 グランドボウル 

  ◇シニアリーグ     ① ６月２４日 リゾートレーン   ②  7 月    1 日  グランドボウル 

  ◇予選リーグ         6 月２０日 コロナキャット     ７月 ４日  グランドボウル
 

【19】その他  

①県高校総体が５月３１～６月１日実施されました。 

   詳細その他は、棒田理事・今川高体連専門部長（伏見高）にお尋ね下さい。 


