
石川県ボウリング連盟 

８月度 月例競技連絡会 (報 告） 
令和元年 8 月 6 日（火）ＰＭ７:３０～ 御経塚グランドボウル

【１】第４０回 北信越国体（兼茨城国体地区予選） 結果   ７月１９～２１日 百万石リゾートレーン 

 ◆成年 ◇総合成績   １位：８０点（２位：富山５７点 ３位：福井４７点 ４位：新潟２９点 ５位：長野２１点） 

  男子 ◇個人戦    １位 田中 椋也  １,４３３  １１位 脇坂 裕貴  １,２２８ 

             ３位 川﨑 拓也  １,３３９  １２位 清水 正弘  １,１９４ 

     ◇２人チーム戦 １位 川﨑 拓也・田中 椋也             ２,６５９ 

             ３位 清水 正弘・脇坂 裕貴             ２,５３４ 

     ◇４人チーム戦 １位 清水 正弘・川﨑 拓也・脇坂 裕貴・田中 椋也 ２,７５２ 

 ◆成年 ◇総合成績   １位：７０点（２位：富山６４点 ３位：新潟５７点 ４位：長野２４点 ５位：福井１９点） 

  女子 ◇個人戦    ４位 小西 寛子  １,１３７    ７位 渡邊 絢乃 １,０７２ 

             ６位 横山 小枝  １,１１３   １２位 大工干加子     ９８９ 

     ◇２人チーム戦 ２位 大工千加子・小西 寛子                         ２,２６４ 

             ４位 渡邊 絢乃・横山 小枝             ２,１８１ 

     ◇４人チーム戦 １位 大工千加子・渡邊 絢乃・横山 小枝・小西 寛子 ２,３１７ 

 ◆少年 ◇総合成績   １位：３１点（２位：福井２７点 ３位：富山２７点 ４位：長野２１点 ５位：新潟２０点） 

  男子 ◇個人戦    １位 山本 太陽  １,２５４    ７位 宮谷 拓海  １,０８４ 

     ◇２人チーム戦 ２位 山本 太陽・宮谷 拓海                          ２,１６７ 

 ◆少年 ◇総合成績   ３位 ：２５点（１位：新潟３９点 ２位：富山３２点） 

  女子 ◇個人戦    ５位 米田 有希     ９７３        ６位 米田 衣澄   ７７８ 

     ◇２人チーム戦  ３位 米田 衣澄・米田 有希                          １,８９４ 

 ※ 成年男子・成年女子・少年男子の３種別が茨城国体出場権を獲得。 

【２】第４３回 全日本中学選手権大会 結果    ７月２２日～２４日   京都府 キョーイチボウル宇治 

   男子１名・女子４名が参加。 

◇女子の部 決勝進出 吉田 美咲（白山市光野中学校） 

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

   男子１名・女子３名が参加しました。 

   ◇女子６年の部 第３位 吉田 知花（白山市旭丘小学校）       １,６５０（北國新聞写真掲載） 

   ◇男子４年の部 第５位 角見 優仁（かほく市外日小学校）      １,５６８（北國新聞写真掲載） 

【４】第７１回 石川県民体育大会 結果 ８月３～４日 百万石リゾートレーン 
  ◇一般の部 男子団体戦 

   １位 金沢市   ３位 白山市  ５位 能美市   ７位 中能登町 

   ２位 七尾市   ４位 野々市市 ６位 小松市   ８位 宝達志水町 

  ◇一般の部 女子団体戦 

   １位 七尾市   ３位 金沢市  ５位 かほく市  ７位 小松市 

   ２位 白山市   ４位 津幡町  ６位 野々市市  ８位 志賀町 

◇壮年の部 男子個人戦 

１位 畠  健治（金沢市） ８７６  ４位 西村 隆政（加賀市） ８１４   ７位 西水  忍（津幡町） ７８３ 

２位 粟倉  章（内灘町） ８５８  ５位 津田 吉哲（野々市市）８０１   ８位 松本 幸次（かほく市）７７５ 

３位 斉藤 孝雄（白山市） ８１８  ６位 西木 哲也（小松市） ７９７ 

◇壮年の部 女子個人戦 

   １位 荘司由紀子（金沢市） ７８２  ４位 山下 絹子（小松市） ６９２   ７位 林  啓子（能美市） ６４５ 

   ２位 所  順子（野々市市）７０９  ５位 松山久美子（七尾市） ６６０   ８位 市川 節子（白山市） ６４１ 

   ３位 折本 利美（羽咋市） ６９３  ６位 松本 和子（かほく市）６５５



【５】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 

  協議済み。 

【６】第１９回 北信越地区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 

監督：渡辺 正広（選手兼任） 

選手：（Ａ）中村 邦子・西村 隆政 （１）岩本 清兼・津田 吉哲 （Ｑ）賀戸 秀次・木下 直弘 

（Ｂ）出口 洋征・東   秀雄 （Ｊ）番井 昭彦・塩本   靖 （Ｒ）行上   克・田中 信一 

（Ｃ）大丸谷智子・大丸谷 悟 （Ｋ）長原   到・植村 一郎 （Ｓ）飴谷   暢・槻   伸一 

     （Ｄ）泉   洋子・泉   真也 （Ｌ）藤尾紀久子・藤尾 忠彦 （Ｔ）西木他希子・西木 哲也 

     （Ｅ）倉田 静雄・竹田 源作 （Ｍ）大岩   茂・高根 睦広 （Ｕ）西野   博・瀧田 英明 

     （Ｆ）仲島 安昭・塚   良雄 （Ｎ）渡辺 正広・渡辺外志子 （Ｖ）前田恵里子・蔵野 博久 

     （Ｇ）前出 雅裕・横山 義雄 （Ｏ）岡   里美・高野由紀子 （Ｗ）有田登美子・村上   健 

     （Ｈ）小西真知子・転正 喜一 （Ｐ）奥野 民夫・車 富記雄 （Ｘ）三宅   豊・新保 康夫 

【７】第４回 世界シニア選手権大会について                      ９月２～１０日 アメリカラスベガス 

  前田 知一選手が日本代表に選出。 

【８】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 

  協議済み。 

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

  協議済み。（予選レギュラー方式・決勝ベーカー方式・２チーム参加） 

【10】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 レジャーランボウル藤江店 

  協議済み。（実業団部一任） 

【11】第７４回 国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）について １０月１～７日 茨城県フジ取手ボウル 

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

 【成年女子】 監督：竹田 源作  選手：小西 寛子・大工千加子・横山 小枝・渡邊 絢乃 

 【少年男子】 監督：谷口 一雄  選手：宮谷 拓海・山本 太陽 

【12】第１０回 東日本シニア選手権大会について １０月１９～２０日 北海道 綜合レジャーサンコーボウル 

  シニア部に一任。 

【13】第５２回 全日本新人選手権大会について       １０月２５～２７日 長野県 ヤングファラオ 

  ８月２５日 県予選の結果により選手選考。 

【14】第５回 北信越地区実業団競技大会について        １０月２６日 レジャーランボウル藤江店 

  実業団部に一任。 

【15】各リーグの次回日程 

◇石川ボウリングリーグ ② ８月１１日（日）レジャーランボウル藤江店  ③ ９月１５日（日）御経塚グランドボウル 

 ◇実業団リーグ     ④ ８月２５日（日）百万石リゾートレーン    ⑤１０月 ６日（日）百万石リゾートレーン 

 ◇シニアリーグ     ⑤ ８月１８日（日）クァトロブーム鹿島     ⑥ ９月２９日（日）コロナキャットボウル 

 ◇予選会          ８月２１日（水）百万石リゾートレーン      ９月 ４日（水）コロナキャットボウル 

【16】その他 


