
石川県ボウリング連盟 

７月度 月例競技連絡会 (報 告） 
令和元年7月9日（火）ＰＭ７:３０ 御経塚グランドボウル 

 

【１】第４０回 北信越国体県予選 結果 ４月１４～６月１６日  リゾート・グランド・クアトロ・コロナ ４会場 

  ◇少年男子 第１位 宮谷 拓海（龍谷） ５,３０８   第３位 玉田 力也（小松工）４,８２４ 

  （２７Ｇ） 第２位 山本 太陽（龍谷） ５,２０１ 

  ◇少年女子 第１位 米田 有希（伏見） ４,５３９   第３位 山口 朱蘭（内灘） ３,２７４ 

  （２７Ｇ） 第２位 米田 衣澄（金石） ４,１４８ 

 ◇成年男子 第１位 田中 椋也     ５,４８９   第４位 清水 正弘     ４,８２６ 

  （２４Ｇ） 第２位 脇坂 裕貴     ５,１８５   第５位 岡水 博志     ４,８２２ 

        第３位 川﨑 拓也     ５,０２８ 

  ◇成年女子 第１位 大工干加子     ４,５２４   第４位 渡邊 絢乃     ４,１９７ 

  （２４Ｇ） 第２位 小西 寛子     ４,４１９   第５位 平林 幸子     ４,０８０ 

        第３位 横山 小枝     ４,２１５ 

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

    マスターズシニア：女子１、ハイシニア：男子 8、女子 2、シニア：男子 8、女子４、が参加。 

  ◇女子マスターズシニア 選手権者決定戦  第２位 中村 邦子 ２,１２８ 

  ◇女子マスターズシニア ハイゲーム        中村 邦子   ２３８ 

  ◇女子マスターズシニア ハイシリーズ       中村 邦子   ６０３ 

  ◇選手権者決定戦進出者 中村 邦子、大丸谷智子、前田 知一 

  ◇出場回数表彰     東 秀雄（１０回）  倉田 静雄（１０回）  久本 安子（１０回） 

【３】第５６回 東日本選手権大会 結果           ６月２８～３０日 茨城県 フジ取手ボウル 

    男子１名が参加。 

【４】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 

  ◇少年男子 監督：谷口 一雄  選手：宮谷 拓海・山本 太陽 

  ◇少年女子 監督：今川  徹  選手：米田 有希・米田 衣澄 

  ◇成年男子 監督：渡辺 正広  選手：田中 椋也・脇坂 裕貴・川﨑 拓也・清水 正弘 

  ◇成年女了・監督：竹田 源作  選手：大工千加子・小西 寛子・横山 小枝・渡邊 絢乃 

【５】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 キョーイチボウル宇治 

    男子１名、女子４名 参加。 

【６】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 

    高体連専門部 一任。 

【７】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 

    協議済み。 男子１名、女子３名 参加。 

【８】第７１回石 川県民体育大会について             ８月３～４日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。 



【９】第３４回 東海北信越高校選手権大会について 

    役員等委嘱された方は協力お願いします。 

【10】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 

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

    監督：渡辺 正広 

 選手：選考中。

【12】第４回 世界シニア選手権大会について            ９月２～９日 アメリカ ラスベガス 

    前田 知一 日本代表で参加。 

【13】第４１回 石川県３人チーム選手権大会について          ９月８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：１０,５００円（ジュニア１名：３,０００円） 

             決勝 １チーム：  6,０００円 

   ◇申込み      ８月３１日（土）締め切り。 

 ［大会記録］ 

  【男子】◇トータル   ６,０８３（28 回 ダックルズ）  【女子】◇トータル   ５,６２５（35 回中央支部Ｂ） 

      ◇ハイゲーム    ７８３（21 回 ビッグクラブ）     ◇ハイゲーム    ６８５（37 回中央支部） 

      ◇ハイシリーズ ２,１０６（28 回 ダックルズ）      ◇ハイシリーズ １,８７８（30 回中央支部Ｄ） 

【14】2019 年度 全日本大学・実業団王座決定戦      ９月１５～１６日 京都府 キョーイチボウル宇治 

    ２チーム参加（久世ベローズ工業所、北陸電力石川） 

【15】日本スポーツマスターズ２０１９岐阜大会について ９月２０～２３日 岐阜県 多治見パークレーンズ 

    参加割当なし。 

【16】第５２回 全日本実業団選手権大会県予選について          ９月２２日 レジヤーランボウル 

    実業団部に一任。 

【17】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     ③ ７月１４日 御経塚グランドボウル   ④ ８月２５日 百万石リゾートレーン 

 ◇シニアリーグ     ⑤ ８月１⑧日 クァトロブーム鹿島    ⑥ ９月２６日 コロナキャットボウル 

 ◇予選会             ７月１７日 百万石リゾートレーン        ８月 ７日 クァトロブーム鹿島 

【18】その他 


