
石川県ボウリング連盟 

５月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０１９年 5 月 14 日（火）ＰＭ７:３０ 御経塚グランドボウル

【１】第４５回 石川県２人チーム選手権大会 結果    ４月１４日 百万石リゾートレーン

男子４２チーム 女子９チーム 参加                 ※北國新聞 写真掲載 

◇男 子  第１位 加南支部Ａ    （車 富記雄・前田 知一）   １,８３４ 

       第２位 久世ベローズエ業所（河合 昭彦・南谷  隆）   １,７８７ 

       第３位 ハン夕ーＣ    （高橋 弘修・高本  一）   １,７６２ 

       第４位 ビツグクラブＡ  （前田 良一・川上 秀則）   １,７５２ 

       第５位 金沢ホープＡ   （出口 洋征・東  秀雄）   １,７５０ 

       第６位 トランテックスＡ （松本 英将・奥野 民夫）   １,７２４ 

       Ｈ／Ｇ 金沢市役所Ａ   （西村 雅之・清水 正弘）     ５０４ 

       Ｈ／Ｓ 金沢市役所Ａ   （西村 雅之・清水 正弘）   １,３８２ 

◇女 子  第１位 白鳳       （横山 小枝・大丸谷智子）    1,５９４ （３回目） 

       第２位 石川ジュニア   （吉田 知花・吉田 美咲）   １,５４０ 

       第３位 金沢ホープＢ   （鈴見明日香・奥村 一世）   １,５３５ 

       第４位 加南支部     （池田ひとみ・茶村小百合）   １,５１２ 

       第５位 ハン夕ー     （平林 幸子・中村 邦子）   １,５０３ 

       第６位 中央支部Ｃ    （渡邊 絢乃・松下  惠）   １,４１１ 

       Ｈ／Ｇ 白鳳       （横山 小枝・大丸谷智子）        ４１６ 

       Ｈ／Ｓ 白鳳       （横山 小枝・大丸谷智子）   １,１５６ 

 

【２】第３６回 北信越都市対抗選手権大会 結果 ５月１１～１２日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

  能登３・中央１１・加南３ 計１７チームが参加。                ※北國新聞 写真掲載 

 ◇４人チーム 第３位 金沢市Ｆ（泉  真也・中野 幸一・朝田 朝人・蔵野 博久） 

        第４位 金沢市Ｄ（中倉 啓太・林  康平・奥村 一世・東  秀雄） 

 ◇個人戦   第１位 田中 椋也 ２,４８１   第４位 中倉 啓太 ２,４３８ 

 ◇Ｈ／Ｓ       中倉 啓太 ７２２ 

 

【３】ゆ一りんビック２０１９ 結果      ５月１１～１２日 レジャーランボウル藤江店 
 ◇ダブルス戦 （男女混合３６名） 

   第１位 氷見 正秀・後藤 省吾（白山市Ｂ）１,６５５  第４位 斉藤孝雄・津田 吉哲（白山市Ｃ）１,６０１ 

   第２位 竹田 源作・田中 信一（金沢市Ｃ）１,６３３  第５位 西田 実・川田 －久（志賀町Ａ）１,５７５ 

   第３位 太田 礼子・太田 一哉（金沢市Ｂ）１,６１７  第６位 三谷俊行・小西真知子（内灘町Ａ）１,５２６ 

 ◇個人戦 （５９歳以下男女混合２名） 

   第１位 北川 慶美（金沢市）１,１９６         第２位 川端 則夫（津幡町）１,１３２ 

 ◇個人戦 （６０歳以上男子２４名） 

   第１位 西田  実（志賀町）１,２６５ ３位 斉藤 孝雄（白山市）１,２３２ ５位 氷見 正秀（白山市）１,２１９ 

   第２位 前野  茂（金沢市）１,２３８ ４位 太田 一哉（金沢市）１,２１９ ６位 田中 信一（金沢市）１,２１２ 

 ◇個人戦（６０歳以上女子１１名） 

   第１位 駒井多恵子（白山市）１,２４６ ３位 北野 玲子（志賀町）１,１１９ ５位 太田 礼子（金沢市）１,１０４ 

   第２位 小西真知子（内灘町）１,１６９ ４位 浜田 澄子（志賀町）１,１１５ ６位 前田 令子（志賀町）１,０８４ 

 ◇高齢者表彰 男子：福島 定雄（七尾市）８３歳（初）  女子：小西真知子（内灘町）６９歳（初） 

 

【４】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 
  選 手：川﨑 拓也・田中 椋也・河合 昭彦・脇坂 裕貴・田中 智之 



【５】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 

  協議済み。（Ａ部門３、Ｂ部門３、Ｄ部門 6、計 12 チーム参加） 

【６】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 

  派遣予定なし 

【７】第２８回 いしかわスポレク 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藤江店 

  協議済み。 

【８】Ｒｌ Ｇｒａｎｄ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ 県予選について ６月１５日 ラウンドワン金沢店 

  ＪＢＣホームページより申込。 申込締切： 6 月 3 日（月）午前 10 時 00 分 

【９】北信越国体県予選について ４月１３～６月１５日 県内４会場 

  現在実施中。 

【10】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 

    監 督：渡辺 正広（選手兼任） 

    男子シニア    ：（Ａ）太田 一哉・塩本  靖 （Ｂ）泉  真也・東  秀雄 

              （Ｃ）前出 雅裕・横山 義雄 （Ｄ）飴谷  暢・津田 吉哲  

 男子ハイシニア  ：（Ａ）西川外志雄・前田 知一 （Ｂ）前田 良一・斉藤 孝雄 

              （Ｃ）倉田 静雄・西村 隆政 （Ｄ）渡辺 正広・小西  修 

    女子シニア    ：（Ａ）岡  里美・泉  洋子 （Ｂ）久本 安子・高野由紀子 

    女子ハイシニア  ：（Ａ）小西真知子・大丸谷智子 

    女子マスターシニア：   中村 邦子 

 

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

    予選会の結果選考。 

【12】第４０回 北信越国体（兼 茨城国体地区予選）について ７月１９～２１日 石川県 百万石リゾートレーン 

    実施中の県予選終了後県代表を決定。 

【13】第４３回 全日本中学校選手権大会について ７月２２～２４日 京都府 キョウイチボウル宇治 

    推薦選手があれば、県連に申し出てください。 

【14】第４３回 全日本高等学校選手権大会について ７月２９～３１日 神奈川県 川崎グランドボウル 

    高体連部に一任。 

 

【15】各リーグ・予選会の次回日程 

  ◇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 

  ◇シニアリーグ     ② ５月１９日 御経塚グランドボウル  ③ ６月１６日 百万石リゾートレーン 

  ◇予選会               ５月１５日 コロナキャット金沢        ５月２９日 百万石リゾートレーン 

 

【16】その他 

 ①県高校総体が５月３１～３０日 百万石リゾートレーンで開催されます


