
石川県ボウリング連盟 

１０月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０１８年１１月１３日（火）ＰＭ７:３０～ 御経塚グランドボウル

【１】第４回 北信越実業団競技大会 結果       １０月２０日 新潟県 サウンドボウル見附店 

   ◇   固人戦 第１位 松原 真珠（金沢市役所）        １,３０７  （入賞者 北國新聞写真掲載） 

        第３位 奥野 民夫（トランテックス）      １,２９５ 

        第５位 西村 雅之（金沢市役所）        １,２４２ 

        第６位 永山 順一（北國銀行）         １,２３４ 

    ◇   ハイゲーム     永山 順一（北國銀行）              ２８３
 

【２】第９回 東日本シニア選手権大会 結果     １０月２０～２１日 山形県 ファミリーボウル 

 全１７名参加。 

     ◇女子シニア        第３位 泉  洋子          ２,４３６ 

              第６位 岡  里美          ２,３４８ 

   ◇女子グランドシニア 第２位 中村 邦子          ２,４６８ 

              第３位 大丸谷智子          ２,３０６ 

   ◇男子グランドシニア 第４位 西川外志雄          ２,５８７ 

   ◇決勝進出者                   岡 里美・泉 洋子・中村邦子・大丸谷智子・西川外志雄

 

【３】第５１回 全日本新人選手権大会 結果     １０月２６～２８日 広島県 キャツスルボウル福山 

 成年男子４名が参加。

 

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

 男子８チーム、女子２チームが参加。                   （北國新聞写真掲載） 

◇男子選手権者決定戦 第１位 脇坂 裕貴                     １,４４５ 

第４位 川﨑 拓也                     １,３６２ 

  ◇女子選手権者決定戦 第６位 大工千加子                     １,１５２ 

  ◇男子２人チーム戦  第３位 石川Ａ（渡邊 元造・魚  雅章）          ２,６２７ 

             第４位 石川Ｊ（大丸谷 悟・車 富記雄）          ２,６１５ 

  ◇女子２人チーム戦  第１位 石川Ａ（小西 寛子・奥村 一世）          ２,４３１ 

             第２位 石川Ｄ（西木他希子・大丸谷智子）          ２,４１２ 

             第３位 石川Ｂ（平林 幸子・中村 邦子）          ２,３９６ 

  ◇男子４人チーム戦  第１位 石川Ｃ（山岸 健一・川﨑 拓也・脇坂 裕貴・中倉 啓太） ５,２９３ 

             第５位 石川Ｂ（河合 昭彦・岩本 清兼・益田  彰・奥野 民夫） ５,０３５ 

  ◇女子４人チーム戦  第２位 石川Ｂ（大工千加子・木村 厚子・西木他希子・大丸谷智子） ４,５６５ 

             第６位 石川Ａ（小西 寛子・奥村 一世・平林 幸子・中村 邦子） ４,３９１ 

  ◇男子ハイシリーズ      新保 康夫                       ７５５ 

  ◇女子ハイシリーズ      奥村 一世                       ７０６
 

【５】第４７回 全国都道府県対抗選手権大会（茨城国体リハーサル大会）結果 １１月１～４日 茨城県 フジ取手ボウル 

◇男子選手権者決定戦 第１４位 渡邊 元造                      ３,５３１ 

第１９位 魚  雅章                      ３,４３１ 

  ◇女子選手権者決定戦 第１６位 小西 寛子                      ３,３１１ 

【６】第３１回ねんりんビック２０１８富山大会 結果  １１月３～６日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

 男子２名・女子２名が参加。 

   ◇個人戦 第１位 斉藤 外広   第４位 大丸谷智子   第６位 中村 邦子 



【７】平成３０年度 石川県高校新人大会 結果     １１月８～９日 御経塚グランドボウ 

◇男子 ２人チーム戦 第１位 金沢龍谷Ａ・第２位小松工業Ａ・第３位小松工業Ｂ 

個人戦    第１位 宮谷拓海（龍谷） 第２位 山本太陽（龍谷）  第３位 粟倉秀斗（龍谷） 

       個人決勝戦  第１位 宮谷拓海（龍谷） 第２位 池端慎太郎（伏見） 第３位 山崎祥希（伏見） 

   ◇女子 個人戦    第１位 米田有希（伏見） 第２位 山口朱蘭（内灘） 

       個人決勝戦  第１位 米田有希（伏見） 第２位 山口朱蘭（内灘） 

【８】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 

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

田中 椋也 

【10】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 沖縄県エナジックウル美浜 

前田 知一・中川 外治・東 秀雄・前田 良一 

【11】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 

協議済み。（実業団部に一任） 

【12】第２５回 全国高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 

協議済み。（高体連専門部に一任） 

【13】第４７回 全日本クラブ対抗選手権大会について      １月１８～２０日 京都府しようざんボウル 

要項到着次第支部割当予定。 

【14】第４４回 石川県４人チーム選手権大会について         １月２７日 リゾートレーン 

  ◇男女別 予選 ４人 × ６Ｇ  決勝 4 人 × ３Ｇ 

  ◇参加費 予選 １チーム １２,０００円（ジュニア １名 ２,８００円）  

決勝 １チーム  ６,０００円 

  ◇褒 賞 男女別３位まで（ハイゲーム・ハイシリーズは記録のみ保存） 

  ◇申込み １月１９日（土）締切 

【15】各リーグの次回日程 

◇石川ボウリングリーグ ⑥１２月１６日 御経塚グランドボウル  ⑦ １月 ６日 百万石リゾートレーン 

◇実業団リーグ     ⑦ １月１３日 御経塚グランドボウル（最終節） 

◇シニアリーグ     ⑧１１月１８日 百万石リゾートレーン  ⑨１２月 ２日 クァトロブーム鹿島 

◇予選リーグ（全日本）  １１月２１日 百万石リゾートレーン   １２月 ５日 御経塚グランドボウル 

【16】その他 


