
石川県ボウリング連盟 

９月度 月例競技連絡会 (報 告） 
令和元年９月１０日（水）ＰＭ７:３０～ 御経塚グランドボウル 

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

  ◇成年男子  第１位  田中 智之      １,３５９ 
         第２位  松原  睦      １,１９２ 
         第３位  牧田 興紀      １,１７３ 
         第４位  篠田  啓        ９２５ 
  ◇少年男子  第１位  宮谷 拓海      １,３２９ 
         第２位  山本 太陽      １,１２０ 

 ◇少年女子  第１位  吉田 美咲      １,１５３ 

【２】第１９回 北信越地区シニア選手権大会 結果 ８月３０～９月１日 百万石リゾートレーン 

  男女４８名が参加。 

  ◇２人チーム戦（２×６Ｇ） 第１位 石川Ｖ（前田 恵里子・蔵野 博久） ２,６６８ 

  ◇選手権者決定戦（１５Ｇ） 第３位 大丸谷 智子            ３,３６７ 

  ◇ハイゲーム            塩本 靖               ２９９ 

  ◇ハイシリーズ           塩本 靖               ７５８ 

【３】第４１回 石川県３人チーム選手権大会 結果     ９月８日 百万石リゾートレーン 

                              ※ 男女優勝チーム北國新聞写真掲載 

  ◇男子の部  第１位 ゴリラーズＡ   （宅問 健太・宅間 達也・宮谷 拓海）  ２,６１９ 

   （２６チーム）                             （２年連続２回目） 

第２位 トランテックスＡ （松本 英将・小竹  宏・奥野 民夫）  ２,６１２ 

         第３位 久世ベローズ工業所（河合 昭彦・脇坂 裕貴・田中 智之）  ２,５６８ 

         第４位 北陸電力石川   （渡邊 元造・和泉 佑那・広瀬 信明）  ２,５４３ 

         第５位 能登支部     （高尻 純一・渡辺 正広・西野 正浩）  ２,４９２ 

         第６位 金沢中央シニア  （塩本  靖・番井 昭彦・東田 達也）  ２,４８４ 

         Ｈ／Ｇ トランテックスＢ （牧田 興紀・谷下 義之・吉倉 良彦）    ７１３ 

         Ｈ／Ｓ 津田駒工業    （野村  潤・瀧田 高志・北川 裕治）  １,９７２ 

◇女子の部  第１位 石川Ｂ      （横山 小枝・岡  里美・大丸谷智子）  ２,４６０ 

   （９チーム）                              （３年連続３回目） 

第２位 能登支部     （大工千加子・松谷 博美・木村 厚子）  ２,２６０ 

         第３位 ゴリラーズ    （松下  惠・米田 有希・渡邊 絢乃）  ２,１７７ 

         第４位 石川Ａ      （平林 幸子・渡辺外志子・中村 邦子）  ２,１５７ 

         第５位 中央支部Ｂ    （鈴木 順子・山崎 悦子・三浦 啓子）  ２,１０９ 

         第６位 金沢ホープ    （千木 美鈴・吉田 美咲・鈴見明日香）  ２,０８８ 

         Ｈ／Ｇ 能登支部     （大工干加子・松谷 博美・木村 厚子）    ６７７ 

 Ｈ／Ｓ 石川Ｂ      （横山 小枝・岡  里美・大丸谷智子）  １,８３０ 

【４】第４回 世界シニア選手権大会 結果                   ９月２～１０日 アメリカ ラスベガス 

    前田 知一選手 出場 

【５】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。（２チームが参加） 

【６】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 

    協議済み。 



【７】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 

    協議済み。（成年男子・成年女子・少年男子の３種別が出場） 

【８】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 

監 督       ： 渡辺 正広（選手兼任） 

男子シニア     ： 大丸谷 悟・泉  真也・永原  到・東 秀雄 

男子グランドシニア ： 西村 隆政・渡辺 正広 

女子シニア     ： 泉  洋子・岡  里美 

女子グランドシニア ： 小西真知子・大丸谷智子・中村 邦子 

【９】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 

  監 督       ：谷口 一雄 

  成年男子      ：田中 智之・松原  睦・牧田 興紀・篠田  啓 

  少年男子      ：宮谷 拓海・山本 太陽 

  少年女子      ：吉田 美咲 

【10】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 

  協議済み。 

【11】第４８回全国都道府県対抗選手権大会について   １１月ｌ～４日 鹿児島県 サンライトゾーン 

    （燃ゆる感動かごしま国体リハーサル大会） 

  監 督：川﨑 拓也（選手兼任） 

  選 手：小西 寛子・田中 椋也・奥村 一世・川﨑 拓也 

【12】第３６回 北信越地区選手権大会について      １１月９～１０日 長野県 ヤングファラオ 

  選考中。男子１２チーム （中央 ７、加南 ３、能登 ２） 

      女子 ３チーム （中央 ２、加南＆能登 １） 

【13】第３２回 ねんりんびピック２０１９ 和歌山大会について １１月９～１２日 和歌山県 

  ４名参加 （吉田 実、太田 一哉、田中 信一、氷見 正秀） 

【14】第５２回 全日本実業団選手権大会について １１月２２～２４日 会場：未定 

９月２２日の予選会の結果により、実業団部で派遣選手が決定されます。 

  

【15】各リーグの次回日程 

◇石川ボウリングリーグ ③ ９月ｌ５日（日） 御経塚グランドボウル   ④１０月１３日（日） 御経塚グランボウル 

◇実業団リーグ     ⑤１０月 ６日（日） 百万石リゾートレーン   ⑥１１月１７日（日） コロナキャット金沢 

◇シニアリーグ     ⑥ ９月２９日（日） コロナキャット金沢    ⑦１０月２７日（日） クァトロブーム鹿島 

◇予選会         １０月２３日（水） コロナキャット金沢     １１月 ６日（水） クァトロブーム鹿島 

【１６】その他


