
石川県ボウリング連盟 

４月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１９年 4月 9 日（火）ＰＭ７:３０ 御経塚グランドボウル

【１】第４回 石川県シニア選手権大会 結果            ３月１７日 百万石リゾートレーン 

 （参加５６名・予選通過３２目による決勝トーナメント） 

  ◇決勝 第１位 飴谷  暢（中央支部）初優勝  Ｈ／Ｇ 太田 一哉（中央支部）２８８ 

      第２位 塩本  靖（中央支部）     Ｈ／Ｓ 斎藤 孝雄（中央支部）７０７ 

      第３位 東田 達也（中央支部） 

  ◇予選   １位 田中 信一 １,３５４  12 位 奥野 民夫 １,２６４  23 位 高森 健一 １,２３５ 

      ２位 仲島 安昭 １,３３１  13 位 中田 裕己 １,２６２  24 位 前出 雅裕 １,２３１ 

      ３位 斎藤 孝雄 １,３２３  14 位 中田 直之 １,２６０  25 位 出口 洋征 １,２２５ 

      ４位 吉田 伸也 １,３２０  15 位 渡辺 正広 １,２６０  26 位 藤尾 忠彦 １,２２３ 

      ５位 東  秀雄 １,３１９  16 位 東田 達也 １,２５８  27 位 久本 安子 １,２２０ 

      ６位 萩澤 俊治 １,３００  17 位 太田 一哉 １,２５７  28 位 西村 隆政 １,２１７ 

      ７位 川上 秀則 １,２９２  18 位 番井 昭彦 １,２５５  29 位 西木 哲也 １,２１０ 

      ８位 河合 昭彦 １,２８５  19 位 津田 吉哲 １,２５４  30 位 高根 睦広 １,２０６ 

      ９位 大丸谷 悟 １,２７６  20 位 飴谷  暢 １,２４９  31 位 岡  里美 １,２０４

10 位 大丸谷智子 １,２７０  21 位 奥村 一世 １,２３８  32 位 新保 康夫 １,２０１ 

11 位 横山 義雄 １,２６８  22 位 塩本  靖 １,２３６ 

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

  男子６名・女子３名が参加。

【３】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 結果     ４月７日 百万石リゾーレーン 

    （２５チーム・７８名参加）                     入賞チーム北國新聞写真掲載 

第１位 久世ベローズエ業所Ａ（河合 昭彦・脇坂 裕貴・田中 智之）      ５,８３８ 

   第２位 北陸電力石川Ａ   （由水 伸弥・安田 昌樹・田中 椋也）      ５,８０３ 

   第３位 石川県教職員Ａ   （端山 祐司・前浜  伸・今川  徹）      ５,７２９ 

   第４位 トランテックスＡ  （松本 英将・益田  彰・奥野 民夫）      ５,６８６ 

   第５位 金沢市役所Ａ    （清水 正弘・奥村 一世・中倉 啓太・梅本 秀一）５,６３０ 

   第６位 環境開発      （山内 雄大・小谷 拓也・竹井  満）      ５,４４７ 

   第７位 北國銀行Ａ     （中嶋 修一・池田ひとみ・魚  雅章）      ５,４０４ 

   第８位 金沢市役所Ｂ    （吉田 伸也・中村 和弘・竹吉 －洋）      ５,３６８ 

   第９位 コマツ粟津工場Ｂ  （中川 達也・島崎健太郎・東江富美雄・墨屋  肇）５,３４４ 

  第１０位 津田駒工業Ａ    （大原 啓三・野村  潤・北川 裕治）      ５,３４４ 

  第１１位 金沢市役所Ｃ    （西村 雅之・松原 真珠・白木  武）      ５,３３８ 

  第１２位 小松ウォールエ業Ｃ （高塚 雅弘・浅川 敬朗・小川  徹）      ５,３１３ 

   Ｈ／Ｇ 石川県教職員Ａ   （端山 裕司・前浜  伸・今川  徹）        ７２５ 

   Ｈ／Ｓ 石川県教職員Ａ   （端山 裕司・前浜  伸・今川  徹）      ２,０４５

【４】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 

  協議済み。 申込締切４月１２日（金）

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

  協議済み。（派遣チーム数：能登支部３、中央支部１１、加南支部３、計１７チーム） 

【６】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 

  協議済み。（１１月９～１２日ねんりんピック２０１９和歌山大会の選考を兼ねる）



【７】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 

  協議済み。 ５名参加

【８】国体予選について 

  協議済み。【ジュニア】①４月１３日（コロナ） ②４月２７日（グランド） ③５月２５日（リゾート） 

       【成  年】①５月２５日（コロナ） ②６月 ８日（クアトロ） ③６月１５日（リゾート）

【９】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 

  派遣チーム Ａ部門 ＝ ・石川県教職員    ・金沢市役所Ａ   ・金沢市役所Ｂ 

        Ｂ部門 ＝ ・北陸電力石川    ・環境開発     ・北國銀行 

        Ｄ部門 ＝ ・久世ベローズエ業所 ・トランテックス  ・コマツ粟津工場

【10】第３２回 オールジャパンレディストーナメントについて   ６月７～９日 愛媛県 キスケボウル 

  希望者を募ります。（※）４月中に申し出て下さい。

【11】第２８回 いしかわスポレク競技会シニアボウリング大会について   ６月９日 レジャーランボウル 

  ◇試合方法 男女別個人戦３ゲームの合計点で順位を決定する。 

        男女共１ゲームにつき次のハンディを与える。（適応年齢は４月１日現在） 

         ６５～６９歳： ５点  ７０～７４歳：１０点  ７５～７９歳：１５点 

         ８０～８４歳：２０点  ８５歳以上：５歳毎に２０点十５点 

  ◇参加資格 ６０歳以上の石川県に居住する者。 

  ◇表  彰 （１）男女別１～３位に「賞状・副賞」（２）７５才以上に「スポレク賞状」 

  ◇参加費  １人６００円 

  ◇申し込み 令和元年５月３１日（金）までに県連事務局前の申込用紙に記入すること。 

         ［ 氏名・性別・生年月（日は不要）・年齢・市町名 ］ 

  ◇その他 （１）◆受付９：００～９：４０ ◆競技１０：００～１２：３０ 

       （２）選手はユニフォームを着用のこと。（ない選手は競技に相応しい服装のこと） 

       （３）◆ボウラーズベンチ内での飲食は禁止。 

 ◆大会中の負傷等は応急処置のみ行う。（会場外の事故等は対象外）

【12】第５２回 全日本シニア選手権大会について    ６月２１～２３日 愛知県 稲沢グランドボウル 

  シニア部に一任。

【13】第５６回 東日本選手権大会について          ６月２８～３０日 茨城県 フジ取手ボウル 

  予選会の結果により選考。

【14】ラウンドワングランドチャンピオンシップ２０１９ 石川予選会について  ６月３０日 ラウンドワン 

  ＪＢＣホームページで要項公開中。ＪＢＣホームページより申込書をダウンロードして申込。

【15】各リーグの次回日程 

  ◇石川ボウリングリーグ ① ７月２８日 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  ② ６月３０日 リゾートレーン 

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

  ◇予選会          ４月１７日 コロナキャット    ５月１５日 グランドボウル 

【16】その他

 


