
石川県ボウリング連盟 

１０月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０１８年１０月９日（火）ＰＭ７:３０～ 御経塚グランドボウル

 

【１】第５１回 全日本実業団選手権大会県予選結果        ９月１６日 リゾートレーン 

 第１位 北陸電力石川Ａ（渡邊元造・木谷哲也・渡邊絢乃・安田昌樹・田中椋也・由水伸弥） ９,４７４ 

第２位 トランテックス（松本英将・牧田興紀・吉倉良彦・益田 彰・奥野民夫・小竹 宏） ９,１３９ 

第３位 金沢市役所Ａ （清水正弘・吉田伸也・松原真珠・奥村一世・中倉啓太・梅本秀一） ９,１２０ 

第 4 位 石川県教職員 （端山祐司・前浜 伸・中田裕己・小島 勝・今川 徹・木下弥寿夫）８,５４３ 

第 5 位 コマツ粟津工場（前出雅裕・中川達也・墨屋 肇・窪田 章・横山義雄・篠田 啓） ８,２９４ 

第６位 北陸電力石川Ｂ（和泉佑耶・山口 彰・山田 寛・濱谷雅広・広瀬信明・梅野淳史） ８,０３０ 

 第７位 金沢市役所Ｂ （西村雅之・羽場恵美・中村晃子・中村和弘・竹吉一洋・白木 武） ８,０３０ 

 

【２】第７３回 国民体育大会（福井しあわせ元気国体）結果 １０月１～６日 福井県 スーポツプラザＷＡＶＥ４０ 

◆天皇杯 第２０位・２５点 皇后杯 第１８位・１０点（石川県総合：天皇杯 第 23 位  956 点・皇后杯 第 22 位 181.5 点） 

◆成年男子の部  ◇個人戦   田中 椋也 予選      第２０位 １,２６６ 

                 岡水 博志 予選      第４６位 １,２１８ 

                 川﨑 拓也 予選      第９２位 ｌ,ｌｌ８ 

                 田中 智之 予選     第１０４位 １,０６９ 

 ◇団体戦（２人チーム戦）石川Ｂ 予選  第１３位 ２,５２８（川﨑拓也１,３２０・岡水博志１,２０８） 

石川Ａ 予選 第１８位 ２,４８６（田中智之１,２１７・田中椋也１,１６９） 

 ◇団体戦（４人チーム戦）石川  予選  第７位 ２,５５８ 

（川﨑拓也  ７２２、田中智之  ６１８、岡水博志  ６４４、田中智之  ５７４） 

                 決勝  第４位 ５,０８４ 

（川﨑拓也１,３８６、田中智之１,１６９、岡水博志１,３２１、田中智之 1,２０８） 

  ◆成年女子の部  ◇個人戦     小西 寛子 予選      第２８位 １,１６５ 

泉  洋子 予選      第７２位 １,０４６ 

                 奥村 一世 予選      第７４位 １,０３９ 

                 大工千加子 予選      第９４位   ９６０ 

 ◇団体戦（２人チーム戦）石川Ａ 予選 第１０位 ２,２７０（小西寛子 １,１５２・奥村一世１,１１８） 

 石川Ｂ 予選 第３３位 ２,１２７（大工千加子１,０２３．泉 洋子１,１０４） 

 ◇団体戦（４Ａチーム戦）石川  予選 第２０位 ２,０７２ 

（小西寛子 ５２１・大工千加子 ５２８．泉 洋子 ５２２．奥村一世 ５０１） 

◆少年男子の部  ◇個人戦   山本 太陽 予選      第２３位 １,１４６ 

宮谷 拓海 予選      第３９位 １,０６１ 

 ◇団体戦        石川  予選 第１６位 ２,３１６（山本太陽１,２０６・宮谷拓海１,１１０） 

◆少年女子の部  ◇個人戦   端保 優寧 予選      第３０位 １ ００３ 

                 米田 有希 予選      第３９位   ９５２ 

 ◇団体戦        石川  予選 第１９位 ２,０００（米田優寧１,０２６・端保有希 ９７４） 

※ 国体初参加の第４２回大会以来３２年連続出場記録を持続！ うち入賞３０回の記録樹立。



【３】第９回 東日本シニア選手権大会について １０月２０～２１日 山形県ファミリーボウル 

  監   督    ：渡辺 正広（選手兼任） 

 男子シニア    ：東  秀雄・泉  真也・西村 隆政・木下 直弘 

            永原  到・安藤 和広・植村 一郎 

  男子グランドシニア：西川外志雄・中川 外治・渡辺 正広・小西  修 

  女子シニア    ：泉  洋子・岡  里美・髙野由紀子 

 女子グランドシニア：大丸谷智子・中村 邦子・小西真知子 

【４】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 

 協議済み。（男子４名） 

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

  協議済み。（男子・８チーム、女子・２チーム）

【６】第４７回 全国都道府県対抗選手権大会（第７４回茨城国体リハーサル大会）について 

１１月１～４日 茨城県 フジ取手ボウル 

  協議済み。（男子２名、女子２名）

【７】第３１回 ねんりんビック２０１８富山大会について １１月３～６日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

  協議済み。（男子２名、女子２名） 

【８】平成３０年度 石川県高校新人大会について     １１月８～９日 御経塚グランドボウル 

  協議済み。（高体連専門部に一任） 

【９】第５１回 全日本実業団選手権大会について  １１月２３～２５日 愛媛県 キスケボウル 

  北陸電力石川、トランテックス、金沢市役所Ａ、石川県教職員、コマツ粟津工場、金沢市役所Ｂ 

【10】世界ボウリング選手権大会 ２０１８ 男子大会       １１月２４～１２月５日 香港 

  田中 椋也（北陸電力石川） 出場 

【11】第１５回 アジアボウリングシニア選手権大会について １２月９～１８日 沖縄県 エナジックボウル美浜 

  前田 知ー、中川 外治、東 秀雄、前田 良一 

【12】第３６回 全日本実業団都市対抗選手権大会県予選について １２月９日 リゾートレーン 

  実業団部に一任。 

【13】第２５回 全国高等学校対抗選手権大会について １２月２１～２３日 神奈川県 川崎グランドボウル 

  高体連専門部に一任。 

 

【14】各リーグの次回日程 

◇石川ボウリングリーグ  ④１０月２１日 御経塚グランドボウル  ⑤１１月 ４日 レジャーランボウル 

  ◇実業団リーグ      ⑥１１月１１日 コロナキャットボウル  ➆ １月１３日 御経塚グランドボウル 

  ◇シニアリーグ      ⑦１０月１４日 クァトロブーム     ⑧１１月１８日 百万石リゾートレーン 

  ◇予選リーグ        １０月１７日 コロナキャットボウル   １１月 ７日 クァトロブーム 

 

【15】その他 

 ①JBC ROUND１Grandchampionship Bowling２０１８ 

奥村一世（金沢市役所） 女子シニアの部 グランド大会ＪＢＣ代表に選出。 

 ②平成 30 年度 JBC 公認第３種審判員 横山義雄（コマツ粟津）、前出雅裕（コマツ粟津）認定。 


