
石川県ボウリング連盟 

6 月度 月例競技連絡会 (報 告） 
令和元年 6 月 12 日（水）ＰＭ７:３０ 御経塚グランドボウル

 

【１】令和元年度 石川県連 定期総会 報告    ５月１６日（木）午後７時００分～ 御経塚グランドボウル 

  ◇高田会長・北川副会長・榎本理事長以下１８名出席  ・・・総会成立 

  ◇平成３０年度事業報告・決算報告・監査報告     ・・・承 認 

  ◇令和元年度事業計画・予算案            ・・・承 認 

  ◇役員改選                     ・・・全員留任

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

  男子５名 参加

【３】令和元年度 石川県高校総体 結果             ５月３０～３１日 百万石リゾートレーン 

  ◇男子 ２人チーム戦 第１位 金沢龍谷高校Ａ（宮谷 拓海・山本 太陽）         ２,５１７ 

             第２位 金沢伏見高校Ａ（堀  慶臣・池端慎太郎）         ２,２４０ 

             第３位 小松工業高校Ｃ（小山 弘翔・木村 圭太）         ２,０３６ 

             第４位 小松工業高校Ｂ（池田 大晟・山越 彗汰）         ２,００９ 

             第５位 小松工業高校Ｅ（高地 佳刀・鈴木 秀虎）         ２,００３ 

             第６位 小松工業高校Ａ（鎌谷 純暉・玉田 力也）         １,９８４ 

      個人戦    第１位 宮谷 拓海（金沢龍谷）１,２１９  第４位 鎌谷 純暉（小松工業）１,０９９ 

             第２位 池端慎太郎（金沢伏見）１,１６９  第５位 山本 太陽（金沢龍谷）１,０９８ 

             第３位 粟倉 秀斗（金沢龍谷）１,１２７  第６位 池田 大晟（小松工業）１,０７５ 

      個人総合   第１位 宮谷 拓海（金沢龍谷）３,２３２  第４位 池田 大晟（小松工業）２,７５４ 

             第２位 池端慎太郎（金沢伏見）３,０７３  第５位 粟倉 秀斗（金沢龍谷）２,６４６ 

             第３位 山本 太陽（金沢龍谷）２,８８０  第６位 鎌谷 純暉（小松工業）２,６２０ 

  ◇女子 ２人チーム戦 第１位 金沢伏見高校 （米田 有希・村田 咲子）         １,６０３ 

      個人戦    第１位 米田 有希（金沢伏見）１,０６９  第３位 村田 咲子（金沢伏見）  ５８３ 

             第２位 山口 朱蘭（内  灘）  ７８０ 

      個人総合   第１位 米田 有希（金沢伏見）２,５６８  第３位 辻  碧衣（金沢龍谷）  １,６１５ 

             第２位 山口 朱蘭（内  灘）１,９３０

 

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

１２チームが参加しました。（全参加１１９チーム） 

  決勝大会  第１４位 トランテックス   ３,８６５   第３１位 北陸電力石川 ３,６５４ 

        第２６位 久世ベローズエ業所 ３,７４８ 

部門別決勝 Ａ部門 第１０位 石川県教職員 １,８２９ Ｄ部門 第５位 トランテックス  ２,０３７ 

Ｂ部門 第 ６位 北陸電力石川 １,８７７ Ｄ部門 第７位 久世ベローズエ業所 １,９２３ 

部門別チームハイゲーム Ｂ部門 北陸電力石川           ７１１ 

部門別個人ハイゲーム  Ｄ部門 田中 智之（久世ベローズエ業所） ２９０ 

部門別個人ハイシリーズ Ｄ部門 松本 英将（トランテックス）   ８０４ 

 



【５】第２８回 石川スポレク交流大会シニアボウリング大会 結果   ６月７日 レジャーランボウル藤江店 

  ◇男子 第１位 後藤 省吾（金沢市） ６９５   第３位 津田 吉哲（野々市市）６７２ 

      第２位 出口 洋征（金沢市） ６８５ 

  ◇女子 第１位 中村 邦子（津幡町） ５８６   第３位 太田 礼子（金沢市） ４８４ 

      第２位 金田三枝子（金沢市） ５５５ 

【６】Ｒ１ GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 県予選について ６月１５日 ラウンドワンスタジアム金沢店 

  協議済み。 

【７】第４０回 北信越国体県予選について ４月１３日～６月１５日   コロナ・グランド・クァトロ・リゾート 

  実施中。（６月１５日リゾート会場で終了） 

【８】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 

  協議済み。（男子：シニア８、ハイシニア８、女子：シニア４、ハイシニア２、マスターシニア 1） 

【９】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 

  監 督：飴谷 暢（選手兼任） 

  選 手：飴谷 暢 

【10】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 百万石リゾートレーン 

  ６月１５日の県予選終了後、ジュニア 男女各２名・成年 男女各４名を選考。 

【11】第４３回 全日本中学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 

  協議済み。（男子 1 名、女子 3 名 参加） 

【12】第４３回 全日本高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 

  協議済み。 

【13】第７１回 石川県民体育大会                  ８月３～４日 百万石リゾートレーン 

  加南支部に主管。関係役員・審判員の協力をお願いします。 

【14】第１０回 全日本小学生競技大会について         ８月３～４日 愛知県 稲沢グランドボウル 

  推薦選手があればなるべく早く県連まで申し出て下さい。 

【15】Ｕ２２ 5th FUKUOKA SUMMERCUP ２０１９      ８月７～１１日 福岡県 東洋スポーツパレス 

  追って要項を公示。 

【16】第５２回 全日本新人選手権大会県予選について          ８月２５日 百万石リゾートレーン 

  追って要項を公示。 

【17】第１９回 北信越シニア選手権大会について        ８月３１～９月１日 百万石リゾートレーン 

  石川県連主管大会 全役員・審判員の協力をお願いします。 

【18】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藤江店 

 ◇実業団リーグ     ② ６月３０日 百万石リゾートレーン   ③ ７月１４日 御経塚グランドボウル 

 ◇シニアリーグ     ③ ６月１６日 百万石リゾートレーン   ④ ７月 ７日 コロナキャットボウル 

 ◇予選会             ６月１9 日 御経塚グランドボウル      ７月 3 日 コロナキャットボウル



 


