
石川県ボウリング連盟 

8月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０１８年８月２１日（火）ＰＭ７:３０～ 御経塚グランドボウル

 

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

  ◆成年男子 ◇総 合     １位 ７１.５点（２位・富山５９、３位・新潟４９、４位・長野４２.５） 

        ◇個人戦     ５位   岡水 博志   １,２１６      ７位 川﨑 拓也     １,１７９ 

                 ６位   田中 椋也   １,２０７     １１位 田中 智之     １,１００ 

        ◇２人チーム戦  １位   川﨑 拓也・岡水 博志                   ２,４９４ 

                 ３位   田中 智之・田中 椋也                   ２,４２６ 

        ◇４人チーム戦  ２位   川﨑 拓也・田中 智之・岡水 博志・田中 椋也       ２,４８５ 

  ◆成年女子 ◇総 合     ２位 ６４点（１位・新潟７９、３位・富山４４、４位・長野３５） 

        ◇個人戦     ３位   大工千加子   １,１２３     ６位 泉  洋子     １,０４７ 

                 ５位   奥村 一世   １,０７８     ９位 小西 寛子     １,０１９ 

        ◇２人チーム戦  ２位   小西 寛子・奥村 一世                    ２,１４７ 

                 ７位   大工千加子・泉  洋子                    １,９１６ 

        ◇４人チーム戦  １位   小西 寛子・大工千加子・泉 洋子・奥村 一世         ２,２３７ 

  ◆少年男子 ◇総 合     １位 ３５点（２位・新潟２９、３位・富山２５、４位・長野２５） 

        ◇個人戦     ３位   宮谷 拓海   １,２２９     ４位 山本 太陽     １,０８２ 

        ◇２人チーム戦  １位   山本 太陽・宮谷 拓海                    ２,１１９ 

  ◆少年女子 ◇総 合     １位 ３４点（２位・新潟３３、３位・富山２９、４位・長野１８） 

        ◇個人戦     ３位   米田 有希   １,０４０     ５位 端保 優寧        ９８６ 

        ◇２人チーム   １位   米田 有希・端保 優寧                     ２,０６３ 

    ※ 成年男子・成年女子・少年男子・少年女子の４種別とも福井国体出場権を獲得しました。

 

【２】第４２回 全日本中学選手権大会 結果         ７月２３日～２５日 京都府 キョーイチボウル宇治 

  男子１名・女子３名参加しました。

 

【３】第５１回全日本新人選手権大会県予選 結果               ７月２９日 百万石リゾートレーン 

  成年男子 ５名が参加。 

 

【４】JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第４２回 全日本高校選手権大会結果  ７月３０日～８月１日 神奈川県 川崎グランドボウル 

  男子３校７名 女子２校３名が参加。

 

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

  女子４名が参加。

 

【６】高体連加盟校全国選抜大会 第３３回 東海北信越高校選手権大会 結果  ８月８～９日 百万石リゾートレーン 

  ◇男子２人チーム戦     ３位 金沢龍谷高校 ２,６１１ 

  ◇女子個人決勝トーナメン戦 ４位 栗原 萌（金沢市立工業）

 

【７】第７０回石川県民体育大会 結果                 ８月１１～１２日 クァトロブーム鹿島 

  ◇一般の部 男子団体戦 

   １位 金沢市・４０点  ３位 羽咋市・２８点  ５位 能美市・２０点  ７位 中能登町・１２点 

   ２位 七尾市・３２点  ４位 かほく市・２４点 ６位 津幡町・１６点  ８位 加賀市・８点 

  ◇一般の部 女子団体戦 

   １位 七尾市・３０点  ３位 白山市・２１点  ５位 野々市市・１５点 ７位 かほく市・９点 

   ２位 金沢市・２４点  ４位 津幡町・１８点  ６位 輪島市・１２点  ８位 志賀町・６点 

◇壮年の部 男子個人戦 

１位・松本孝次（かほく）８１８  ２位・斉藤外広（津幡）８１１ ５位・西田 実（志賀）７９３ ７位・塚 良雄（輪島） ７６９ 

２位・津田吉哲（野々市）８１１  ４位・粟倉 章（内灘）７９６ ６位・中川外治（白山）７９０ ８位・太田一哉（金沢） ７６０ 

◇壮年の部 女子個人戦 

１位・松山久美子（七尾） ８１２ ３位・山崎悦子（金沢）７３７ ５位・山下絹子（小松）６９８ ７位・所 順子（野々市）６０２ 

    ２位・高野由紀子（かほく）７８２ ４位・市川節子（白山）７１０ ６位・林 啓子（能美）６７１ ８位・西田富美子（津幡）５８５ 



【８】２０１８年度 全日本大学・実業団王座決定戦 結果     ８月１８～１９日 神奈川県 川崎グランドボウル 

◇ 予選１２位 北陸電力石川 （和泉 佑耶・渡邊 絢乃・渡邊 元造） 

◇ 予選１６位 トランテックス（牧田 興紀・吉倉 良彦・益田  彰）

 

【９】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 

監 督：渡辺 正広（選手兼任）  参加：４０名 
選 手：（Ａ）西村 隆政・前田 知一  （Ｈ）岡  里美・高野由紀子  （Ｏ）永原  到・植村 一郎 

      （Ｂ）中村 邦子・大丸谷智子  （１）太田 一哉・岩本 清兼  （Ｐ）小川 清志・小西真知子 
      （Ｃ）塚  良雄・西川外志雄  （Ｊ）久本 安子・中川 外治  （Ｑ）瀧田 秀明・西野  博 

  （Ｄ）出口 洋征・東  秀雄  （Ｋ）転正 喜一・安藤 和広  （Ｒ）小西  修・横山 義雄 
  （Ｅ）前田 良一・斉藤 孝雄  （Ｌ）塩本  靖・番井 昭彦  （Ｓ）賀戸 秀次・藤本外茂夫 
  （Ｆ）泉  洋子・泉  真也  （Ｍ）田中 信一・高根 睦広  （Ｔ）渡辺 正広・渡辺外志子 

      （Ｇ）倉田 静雄・竹田 源作  （Ｎ）前出 雅裕・木下 直弘

 

【10】第４１回 石川県３人チーム選手権大会について              ９月９日 百万石リゾートレーン 

  協議済み。 県連ホームページでも申込受付を行っています。 

 

【11】日本スポーツマスターズ２０１８ 札幌大会について ９月１４～１７日 北海道 総合レジャーサンコーボウル 

 協議済み。（男子４名・女子４名）

 

【12】第５１回 全日本実業団選手権大会県予選について            ９月１６日 百万石リゾートレーン 

  協議済み。（実業団部一任）

 

【13】第７３回 国民体育大会（福井しあわせ元気国体）について   １０月ｌ～６日 福井県 スポーツプラザＷＡＶＥ４0 

【成年男子】 監 督：渡辺 正広   選 手：川﨑 拓也・田中 智之・岡水 博志・田中 椋也 

【成年女子】 監 督：竹田 源作   選 手：小西 寛子・大工千加子・泉  洋子・奥村 一世 

【少年男子】 監 督：谷口 一雄   選 手：山本 太陽・室谷 拓海 

【少年女子】 監 督：今川  徹   選 手：米田 有希・端保 優寧

 

【14】第４回 北信越地区実業団競技会について           １０月２０日 新潟県 サウンドボウル見附店 

実業団部に一任。

 

【15】第９回 東日本シニア選手権大会について        １０月１９～２１日 山形県 山形ファミリーボウル 

  シニア部に一任。

 

【16】第５１回 全日本新人選手権大会について         １０月２６～２８日 広島県 キャッスルボウル福山 

  選考中

 

【17】第３５回 北信越地区選手権大会について            １０月２７～２８日 百万石リゾートレーン 

  男子＝リーグ 1・中央４・能登１・加南２ 計８チーム   女子＝リーグ 1・中央 1・能登×加南 1 計 3 チーム

 

【18】各リーグの次回日程 

  ◇石川ボウリングリーグ  ③ ９月 ２日 御経塚グランドボウル  ④１０月２１日 御経塚グランドボウル 

  ◇実業団リーグ      ④ ８月２６日 百万石リゾートレーン  ⑤１０月 ７日 百万石リゾートレーン 

  ◇シニアリーグ      ⑥ ９月２４日 コロナキャットボウル  ⑦１０月１４日 クァトロブーム鹿島 

  ◇予選リーグ         ９月 ５日 御経塚グランドボウル    ９月１９日 コロナキャットボウル 


