
石川県ボウリング連盟 

３月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１９年 3 月１２日（火）ＰＭ７:３０ 御経塚グランドボウル

 

【１】第４４回石川県実業団選手権大会 結果 ２月１７日 百万石リゾートレーン 

  ◆ 団体戦  （第１位：２年連続・３回目・新記録 北國新聞写真掲載） 

第１位 久世ベローズエ業所Ａ（脇坂 裕貴・田中 智之）           ４,２２６ 

第２位 金沢市役所Ａ    （清水 正弘・中倉 啓太）           ４,０８７ 

第３位 北陸電力石川Ｂ   （渡邊 元造・田中 椋也）           ３,９６６ 

第４位 トランテックスＤ  （岩本 清兼・奥野 民夫）           ３,９５５ 

第５位 津田駒工業Ａ    （野村  潤・北川 裕治）           ３,８８５ 

第６位 コマツ粟津工場Ａ  （前出 雅裕・横山 義雄）           ３,８２３ 

Ｈ／Ｇ 津田駒工業Ａ    （野村  潤・北川 裕治）             ５２７ 

Ｈ／Ｓ 久世ベローズエ業所Ａ（脇坂 裕貴・田中 智之）           １,５０６ 

◆個人戦   （第１位：２年ぶり６回目・北國新聞写真掲載） 

第１位 清水 正弘（金沢市役所）                      ２,８３８ 

第２位 脇坂 裕貴（久世ベローズエ業所）                  ２,８２５ 

第３位 田中 椋也（北陸電力石川）                     ２,７６４ 

第４位 渡邊 元造（北陸電力石川）                     ２,７０４ 

第５位 田中 智之（久世ベローズエ業所）                  ２,６７６ 

第６位 中倉 啓太（金沢市役所）                      ２,６３３ 

Ｈ／Ｇ 清水 正弘（金沢市役所）                        ２９８ 

Ｈ／Ｓ 清水 正弘（金沢市役所）                        ８０６

 

【２】平成３０年度シニアリーグ 結果 （４月～２月 第１１節） 

                 （総 点）     （勝点）  （Ｇ）    （ＡＶ）   （Ｈ／Ｇ） （Ｈ／Ｓ） 

第１位  東  秀雄   １４,４０５  ４４０  ６６  ２１１.６  ２６８  ７５０ 

第２位  前田 知一   １４,０９６  ４２０  ５４  ２１９.９  ２７８  ７９１ 

第３位  西川 外志雄  １４,０９２  ３６０  ６０  ２１３.８  ２６９  ７４７ 

第４位  前出 雅裕   １３,９１９  ４４０  ６６  ２０４.２  ２６５  ７６３ 

第５位  太田 一哉   １３,８１６  ４２０  ６６  ２０３.０  ２７９  ７６ 

第６位  出口 洋征   １３,６５３  ４２５  ６６  ２００.４  ２６７  ７５４ 

第７位  塩本  靖   １３,５５６  ３５０  ６６  ２００.１  ２６９  ６９６ 

第８位  倉田 静雄   １３,５１８  ４１０  ６６  １９８.６  ２６７  ６５１ 

第９位  岩本 清兼   １３,４５７  ３９５  ６６  １９７.９  ２４６  ７１４ 

第 10 位  泉  真也    １３,３２２  ３６０  ５４  ２０６.７  ２６６  ７１５ 

Ｈ／Ｇ   ◇男子 西村 隆政  ２９７   ◇女子 岡  里美  ２７８ 

Ｈ／Ｓ   ◇男子 前田 知－  ７９１   ◇女子 泉  洋子  ６８４ 

  

◇全参加 ・太田 一哉 ・賀戸 秀次 ・木下 直弘 ・倉田 静雄 ・小西真知子 

 ・塩本  靖 ・大丸谷智子 ・高野由紀子 ・竹田 源作 ・田中 信一 

   ・出口 洋征 ・中村 邦子 ・西村 隆政 ・東  秀雄 ・渡辺 正広 

   ・岩本 清兼 ・前出 雅裕 



【３】平成３０年度 北陸三県競技大会 結果      ３月２～３日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

    男子５２名・女子２０名が参加。 

 ◆男 子 

◇団体総合   第１位  石川県 ５８点 （２位 富山２６点・３位 福井０点） 

◇２人チーム戦 第１位  石川Ｇ（川﨑 拓也・田中 椋也）             ２,６５２ 

第３位  石川Ｍ（中倉 啓太・脇坂 祐貴）             ２,６３５ 

◇４人チーム戦 第１位  石川Ｄ（川﨑 拓也・田中 椋也・朝山 遥紀・田中 智之） ５,２６４ 

第２位  石川Ｇ（中倉 啓太・大城 康弘・脇坂 祐貴・東  秀雄） ５,１７１ 

第４位  石川Ｌ（山出 裕之・松井 龍雄・野口  覚・岡水 博志） ５,０６８ 

第５位  石川Ａ（前出 雅裕・西川外志雄・本田多久斗・西村 隆政） ４,９５２ 

◇個人総合   第１位  川﨑 拓也                        １,３８２ 

第３位  西川 外志雄                       １,３２９ 

第４位  脇坂 祐貴                        １,３１２ 

第５位  東  秀雄                        １,３１１ 

第６位  田中 智之                        １,２８４ 

◇ハイゲーム       川﨑 拓也（パーフェクトゲーム 達成）            ３００ 

◇ハイシリーズ      川﨑 拓也                          ７９１ 

※ 川﨑 拓也選手：全種目１位。Ｈ／Ｇ・Ｈ／Ｓ・パーフェクトケームの偉業。 

◆女 子 

◇団体総合   第１位  石川県 ５１点 （２位 富山２５点・３位 福井８点） 

◇２人チーム戦 第１位  石川Ｃ（泉  洋子・三浦 啓子）             ２,４２２ 

第２位  石川Ｂ（横山 小枝・大丸谷智子）             ２,３６７ 

第４位  石川Ｊ（渡辺外志子・中村 邦子）             ２,３３７ 

◇４人チーム戦 第１位  石川Ｃ（松下  惠・塚本 詩織・米田 有希・渡邊 絢乃） ４,６１７ 

第３位  石川Ｅ（渡辺外志子・中村 邦子・松谷 博美・大工千加子） ４,５６９ 

第５位  石川Ｂ（泉  洋子・三浦 啓子・山崎 悦子・岡  里美） ４,４１２ 

第６位  石川Ａ（西木他希子・山本 君枝・横山 小枝・大丸谷智子） ４,３９６ 

◇個人総合   第１位  中村 邦子                        １,３４４ 

第５位  奥村 一世                        １,２０２ 

第６位  三浦 啓子                        １,１８４ 

◇ハイゲーム       大工 千加子                         ２４９ 

◇ハイシリーズ      横山 小枝                           ６５９

 

【４】第４４回（平成３０年度）石川県個人選手権大会 結果     ３月１０日 百万石リゾートレーン 

 ◇男 子   第１位 川﨑 拓也（秀 峰）      ２,０９５ 初優勝・新記録・北國新聞写真掲載 

 （１９名）  第２位 前田 知一（加南支部）     １,９７５ 

        第３位 田中 椋也（北陸電力石川）   １,９５３ 

        第４位 魚  雅章（北國銀行）     １,９２５ 

        第５位 奥野 民夫（トランテックス）  １,８９６ 

        第６位 田中 智之（久世ベローズエ業所）１,８７９ 

        Ｈ／Ｇ 川﨑 拓也（秀 峰）        ２９０ 

        Ｈ／Ｓ 川﨑 拓也（秀 峰）        ７７１ 

◇女 子   第１位 横山 小枝（白 鳳）      １,９４３ ２年連続・２回目・新記録・北國新聞写真掲載 

 （７名）   第２位 小西 寛子（中央支部）     １,８３２ 

        第３位 吉田 美咲（ジユニア）     １,７２５ 

        第４位 奥村 一世（金沢市役所）    １,６７１ 

        第５位 中村 邦子（ハン夕一）     １,６６８ 

        第６位 角見 歩乃花（ジユニア）    １,４０９ 

        Ｈ／Ｇ 横山 小枝（白 鳳）        ２６５ 

        Ｈ／Ｓ 横山 小枝（白 鳳）        ７２３



【５】第４回（平成３０年度）石川県シニア選手権大会について       ３月１７日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。

 

【６】第５７回 全日本選手権大会について           ３月２１～２４日 愛知県 稲沢グランドボウル 

    監 督：渡邊 元造（選手兼任） 

    男 子：渡邊 元造・魚  雅章・田中 椋也・田中 智之・和泉 佑那・飴谷  暢 

    女 子：奥村 一世・渡邊 絢乃・小西 寛子

 

【７】第２９回（平成３１年度）石川県実業団競技会 

   兼 第４５回 全日本実業団産業別選手権大会県予選について       ４月７日 百万石リゾートレーン 

 協議済み。 

 

【８】第４５回（平成３１年度）石川県２人チーム選手権大会について     ４月１４日 百万石リゾートレーン 

    ◇競技方法     男女別 予選：６Ｇ（３Ｇ×２シフト）  

決勝：４Ｇ（２Ｇ×２シフト） ※ 得点持込みなし ゼロスタート。 

    ◇ハンディギャップ 年齢別ハンディキャップ制、小学生：２０Ｐ／１Ｇ、中学生：１０Ｐ／1Ｇ 

    ◇スタート時間   午前１０時００分 

    ◇褒 賞      男女別：１～３位 （４～６位、ハイゲーム、ハイシリーズ 記録のみ） 

    ◇参加費      予選 １チーム：７,０００円（ジュニア１名：３,０００円） 

              決勝 １チーム：４,０００円 

    ◇申込み      ４月１２日（金）締め切り

 

【９】第３６回 北信越地区都市対抗選手権大会について   ５月１１～１２日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

    能登支部：３、中央支部：１２、加南支部：３  計１８チームの予定。

 

【10】ゆ一りんビック２０１９について ５月１１～１２日              レジャーランボウル藤江店 

    ◇大会日程 １１日（土）１０時００分 ６０才以上（男女混可） ２人チーム戦 ４ゲーム 

          １２日（日）１０時００分 ６０才以上・５９才以下 個 人 戦 ６ケーム 

    ◇ハンイキャップ ・６０～６９歳：男 ０、女１５  ・７０～７４歳：男 ５、女２５  

・７５～７９歳：男１０、女２５  ・８０歳以上 ：男１５、女３０ 

    ◇褒 賞  ① ２人チーム戦 １位～３位  ② 個人戦 １位～３位 ③ 最高齢者賞（男女各１） 

    ◇参加費  ① ２人チーム戦 ３,０００円 ② 個人戦 ２,３００円 

 ◇申込み  ４月２５日（ホ）締切り ラウンドワン、グランドボウル、コロナキャトボウル、レジャーラン 

ボウルの掲示板付近の「箱」へ。 

    ◇その他 ①「第３２回ねんりんピック紀ノ國わかやま２０１８」（１１月９～１２日）の選手選考を兼ねる。 

         ②  選考は、チーム戦・個人戦の合計１０ゲームのスコア上位から行う。 

 ◇担当責任 竹田輿市県連副理事長。

 

【11】第５３回 全日本選抜選手権大会について ５月１７～１９日         埼玉県 新狭山グランドボウル 

    有資格者で参加希望者は、早期の申し出のこと。

 

【12】第４５回 全日本実業団産業別選手権大会について ５月３１～６月２日         大阪府 桜橋ボウル 

    ４月７日の県予選会の結果により、実業団部で選考。

 

【13】各リーグの次回日程 

  ◇石川ボウリングリーグ ① ７月２８日 百万石リゾートレーン   ② ８月１１日 レジャーランボウル 

  ◇実業団リーグ     ① ５月２６日 コロナキャット金沢    ② ６月３０日 百万石リゾートレーン 

  ◇シニアリ－グ     ① ４月２１日 百万石リゾートレーン   ② ５月１９日 御経塚グランドボウル 

  ◇予選リーグ        ４月 ３日 百万石リゾートレーン 

 

【14】その他 

➀ ＪＢＣｎｅｗｓ第５６６号 １面 トップに「石川県バンザイ！」の見出しで、第３６回全日本実業団 

都市対抗選手権大会の決勝進出チーム「久世ベロース工業所」「金沢市役所」「北陸電力石川」 

「トランテックス」の全選手の表彰式後の集合写真が大きく掲載されています。 



② 第４０回 北信越国民体育大会 石川県予選について 

【ジュニアの部】 

◇日 時 【Ｉ】４月１３日（土） コロナキャットボウル金沢 １０時００分 スタート 

         【Ⅱ】４月２７日（土） 御経塚グランドボウル   １０時００分 スタート 

         【Ⅲ】５月２５日（土） 百万石リゾートレーン   １０時００分 スタート 

              ※各回ともスタート３０分前に受付完了のこと。 

◇競 技 ◆男女個人戦 ３×９Ｇ ２７Ｇトータルで決定する。 

         ◆男女各２名を強化候補選手として、７月１９～２１日の北信越国体に派遣する。 

◇資 格 ◆ＪＢＣジュニア会員であり、４月１日現在１８才未満のもの。 

          ただし中学３年生（１４才以上）から出場できる。 

 ◆ＪＢＣ会員証とボール検査証を必携のこと。 

◇申込み ◆４月６日（土）までに、「国体参加申込用紙（県連・公認競技場に問い合わせ）」に 

          記入して、部顧問または県連に提出のこと。 

◇参加費 ◆４,５００円。 ※ 【Ｉ】４月１３日（土）の受付の際に納入すること。 

 

【成年の部】 

    ◇日 時 【Ｉ】５月２５日（土） コロナキャットボウル金沢 １９時００分スタート 

         【Ⅱ】６月 ８日（土） クァトロブーム鹿島    １９時００分スタート 

         【Ⅲ】６月１５日（土） 百万石リゾートレーン   １９時００分スタート    

※各回とも１８：３０集合、１８：４５レーン抽選。 

    ◇競 技 ◆男女個人戦 ３×８Ｇ 計２４Ｇトータルで決定する。 

         ◆１Ｇごとにレーン移動を行う。 

         ◆男女各上位４名を、７月１９～２１日の北信越国体に派遣する。 

    ◇資 格 ◆２０１９年度 全日本ボウリング協会の登録会員であること。 

    ◇申込み ◆５月１８日（土）までに「国体参加申込用紙（県連・公認競技場に問い合わせ）」に 

          記入して、県連に提出のこと。 

    ◇参加費 ◆１３,０００円。  ※【Ｉ】５月２５日（土）の受付の際に納入すること。 

    ◇その他 ◆６月１５日（土）最終日終了後、代表選手ミーティングを行います


