
石川県ボウリング連盟 

２月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０２０年 2 月１1 日（火）ＰＭ７:３０ 御経塚グランドボウル 

【１】２０１９年度石川県実業団リーグ成績 （５月～１月 全７節） ※入賞チーム 北国新聞 写真掲載 

（順位） （チーム名）    （ポイント）（トータルピン） （順位） （チーム名）    （ポイント）（トータルピン） 

第１位    久世ベローズエ業所 Ａ   ５３.０（２６,３４４）  第１２位 コマツ粟津工場Ｂ   ２８.０（２２,８００） 

  第２位    トランッテックスＡ  ５０.０（２６,２３２）  第１３位 津田駒工業Ａ     ２７.０（２３,９６４） 

  第３位    金沢市役所Ａ     ４８.５（２５,９１７）  第１４位 久世ベローズエ業所Ｂ ２７.０（２３,７２７） 

  第４位    北國銀行Ａ      ４６.０（２５,６２８）  第１５位 北國銀行Ｂ      ２６.５（２０,２２９） 

  第５位    石川県教職員Ａ    ４４.０（２５,３０４）  第１６位 小松ウォールエ業   ２４.５（２２,２２４） 

  第６位    環境開発       ４４.０（２５,２６５）  第１７位 北陸電力石川Ｂ    ２１.０（２３,１６３） 

  第７位    北陸電力石川Ａ    ４２.０（２６,１０５）  第１８位 トランッテックスＢ  １８.５（２３,０５４） 

  第８位    コマツ粟津工場Ａ   ４２.０（２４,７９４）  第１９位 石川県庁       １８.０（１７,８９４） 

  第９位    金沢市役所Ｂ     ４０.０（２４,３９４）  第２０位 津田駒工業Ｂ     １３.０（２０,７６０） 

  第 10 位 トナミ運輸金沢     ３８.０（２５,０２１）  第２１位 石川県教職員Ｂ     ７.０（１８,１８９） 

  第 11 位 澁谷工業        ２８.０（２４,０７８）  第２２位 直人運輪        ６.０（１９,９６０） 

Ｈ／Ｇ  環境開発       ７４７

【２】第３７回 全日本実業団都市対抗選手権大会 結果 １月３１～２月２日 三重県 津グランドボウル 

   １１チームが参加。                        ※入賞チーム 北国新聞 写真掲載 

  第６位 金沢市役所Ａ（金沢市）    （清水正弘・松原真珠・奥村一世・中倉啓太・平下達也）２,８０１ 

  第 11 位  久世ベローズエ業所（津幡町）（河合昭彦・南谷 隆・脇坂 裕貴・田中智之）     ２,７８５ 

  第 12 位  トランテックス（白山市）  （松本英将・牧田興紀・林 直之・小竹 宏）     ２,７４５ 

 第 14 位  北陸電力石川Ａ（金沢市）  （渡邊元造・由水伸也・安田昌樹・田中掠也）     ２,７３４ 

【３】第３５回 全日本年齢別選手権大会 結果    ２月７～９日 京都府 山科グランドボウル 

 加南支部より７名が参加。 ７０才以上の部 第３位 前田良一 ２,４４０ 

 

【４】第４５回 石川県実業団選手権大会について      ２月１６日 百万石リゾートレーン 

  協議済み。（実業団部に一任） 

【５】平成３１年度 北陸三県競技大会について    ３月７～８日 福井県 スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 

 監 督：谷口 一雄 

男子◇４人チーム戦（投球順） 

   （Ａ）朝山 遥紀・田中 椋也・前田 良一・川﨑 拓也   （Ｂ）西嶋 幸斗・宅間 達也・宮谷 拓海・宅間 健太 

   （Ｃ）山森 正治・大原 啓三・越野  匠・魚  雅章   （Ｄ）大城 康弘・林  康平・東  秀雄・中倉 啓太 

   （Ｅ）泉  真也・藤田 朝人・中野 幸一・蔵野 博久   （Ｆ）西川外志雄・前 田知一・横山 義雄・車 富記雄 

   （Ｇ）大丸谷 悟・本田多久斗・前出 雅裕・西村 隆政   （Ｈ）新保 康夫・木下 直弘・深田 幹基・墨屋  肇 

   （１）西野 正浩・岡水 博志・佐藤  勝・塚  良雄   （Ｊ）前浜  伸・渡辺 正広・西住 昭真・由水 伸弥 

   ◇２人チーム戦（投球順） 

   （Ａ）朝山・前田 （Ｂ）川崎・田中 （Ｃ）宮谷・西嶋 （Ｄ）宅間・宅間 （Ｅ）山森・大原 （Ｆ）越野・魚 

   （Ｇ）大城・東  （Ｈ）林・中倉  （１）泉・藤田  （Ｊ）中野・蔵野 （Ｋ）西川・前田 （Ｌ）横山・車 

   （Ｍ）大丸谷・本田（Ｎ）前出・西村 （Ｏ）新保・木下 （Ｐ＞深田・墨屋 （Ｑ）西野・岡水 （Ｒ）前浜・渡辺 

   （Ｓ）西住・由水 （Ｔ）佐藤・塚 



女子◇４人チーム戦（投球順） 

 （Ａ）中村 邦子・吉田 美咲・鈴見明日香・奥村 一世   （Ｂ）塚本 詩織・松下  惠・米田 有希・渡邊 綾乃 

 （Ｃ）泉  洋子・岡  里美・前田恵理子・三浦 啓子   （Ｄ）松谷 博美・大工千加子・横山 小枝・大丸谷智子 

 ◇２人チーム戦（投球順） 

 （Ａ）中村・奥村 （Ｂ）吉田・鈴見 （Ｃ）塚本・松下 （Ｄ）米田・渡邊 （Ｅ）泉 ・三浦 （Ｆ）前田・岡  

 （Ｇ）松谷・大工 （Ｈ）横山・大丸谷 

【６】第５回 石川県シニア選手権大会について     ３月１５日 コロナキャットボウル金沢 

  協議済み。 

【７】第５８回 全日本選手権大会について   ３月１９～２２日 愛知県 稲沢グランドボウル 

監督： 川﨑 拓也（選手兼任） 

男子：（Ａ）田中 椋也・東  秀雄 （Ｂ）朝山 遥紀・河合 昭彦 （Ｃ）田中 智之・川﨑 拓也 

女子：（Ａ）平林 幸子・中村 邦子 （Ｂ）奥村 一世・小西 寛子 （Ｃ）岡  里美・泉  洋子 

【８】第４５回 石川県個人選手権大会について       ３月２９日 百万石リゾートレーン 

  協議済み。 

【９】第３０回 石川県実業団競技会  

兼 第４６回 全日本実業団産業別選手権大会県予選について  ４月 5 日 百万石リゾートレーン 

実業団部に一任。 

【10】第４６回 石川県２人チーム選手権大会について     ４月 12 日 百万石リゾートレーン 

  ◇競 技 １０：００スタート 

       男女別 予選６Ｇ（３Ｇ毎にレーンチェンジ） 

           決勝４Ｇ（ゼロスタート・２Ｇ毎にレーンチェンジ） 

       年代別ハンディキャップ制  

       小学生に２０点・中学生に１０点のハンディキャップを与える。 

  ◇褒 賞 男女別３位まで。 

  ◇参加費 予選１チーム ７,０００円（ジュニア１名 ３,０００円） ◇決勝 ４,０００円 

  ◇申込み ４月４日（土）締め切り 

【11】各リーグの次回日程 

 ◇石川ボウリングリーグ ⑧３月２２日（日）御経塚グランドボウル（最終節） 

  ◇実業団リーグ       終 了 

  ◇シニアリーグ     ⑪２月２３日（日）百万石リゾートレーン（最終節） 

  ◇予選会         ２月１９日（水）コロナキヤツトボウル金沢（東日本選手権） 

３月 ４日（水）百万石リゾートレーン  （東日本選手権） 

【12】その他 

 ① ２０２０年度のＪＢＣ会員継続登録を「３月末日までに完了」して下さい。 

 ② 石川県連選手権大会 及び 競技会のスタート時間を、原則、午前１０：００とする。 

③ 石川県連事業に関する年度表記を西暦に統一する。（ ○２０２０年度 ×令和２年度） 


