
石川県ボウリング連盟 

３月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０２０年 3 月１0 日（火）ＰＭ７:３０ 御経塚グランドボウル

【１】平成３１年度（第４５回）石川県実業団選手権大会 結果 ２月１６日       百万石リゾートレーン

◆ 団体戦   第１位 金沢市役所Ａ             （清水 正弘・中倉 啓太）            ４,１５０ （４回目） 

第２位 北陸電力石川Ａ         （渡邊 元造・田中 椋也）       ４,１４７ 

第３位 久世ベローズエ業所Ａ（田中 智之・脇坂 裕貴〉       ３,９２４ 

第４位 金沢市役所Ｂ          （奥村 一世・松原 真珠〉       ３,７７４ 

第５位 トランテックスＡ     （牧田 興紀・松本 英将）       ３,６７０ 

第６位 金沢市役所Ｃ          （梅本 秀一・吉田 伸也）       ３,６６１ 

Ｈ／Ｇ 北陸電力石川Ａ      （渡邊 元造・田中 椋也）         ５２３ 

Ｈ／Ｓ 北陸電力石川Ａ   （渡邊 元造・田中 椋也）       １,４５３ 

◆個人戦  第１位  清水 正弘（金沢市役所）                  ２,７６０（２年連続 ３回目） 

         第２位  中倉 啓太（金沢市役所）                  ２,７４５ 

         第３位  渡邊 元造（北陸電力石川）                 ２,７３６ 

         第４位  田中 椋也（北陸電力石川）                 ２,７０７ 

         第５位  脇坂 裕貴（久世ベローズエ業所）              ２,６５４ 

         第６位  岩本 清兼（ＯＢクラブ）                  ２,６３１ 

         Ｈ／Ｇ  田中 椋也（北陸電力石川）                   ２７９ 

         Ｈ／Ｓ  田中 椋也（北陸電力石川）                   ７４９

【２】平成３１年度シニアリーグ 結果 （４月～２月 第１１節） 

       （選手名）    （トータル） （ポイント）（ゲーム数）（アベレージ）（ハイゲーム）（ハイシリーズ） 

   第１位 前田 知一  １４,８６９  ５２０  ６６  ２１７.４  ２８９  ７１３ 

   第２位 東  秀雄  １４,２５７  ４７０  ６６  ２０８.９  ２６７  ７３２ 

   第３位 奥野 民夫  １３,９２５  ４３０  ６６  ２０４.５  ２６３  ６９３ 

   第４位 蔵野 博久  １３,７０９  ４５０  ６６  ２００.９  ２６５  ７２４ 

   第５位 倉田 静雄  １３,４３７  ３６０  ６６  １９８.１  ２６７  ７１１ 

   第６位 岩本 清兼  １３,４０７  ３８０  ６６  １９７.４  ２５３  ６８３ 

  第７位 泉  真也  １３,３７５  ４３０  ６６  １９８.１  ２７９  ６７３ 

   第８位 大丸谷 悟  １３,３１１  ３６０  ６０  ２００.４  ２６７  ７２２ 

   第９位 津田 吉哲  １３,２７６  ３６５  ６６  １９５.６  ２４７  ６６１ 

   第 10 位  塩本    靖  １３,２５４   ３３０  ６４  １９７.３  ２６８  ６９５ 

   Ｈ／Ｇ ◇男子 前田 知一 ２８９  ◇女子 高野由紀子 ２５７ 

   Ｈ／Ｓ ◇男子 車 富記雄 ７４５  ◇女子 大丸谷智子 ６７９ 

  ◇全日程参加選手 

    泉  真也・岩本 清兼・太田 一哉・奥野 民夫・賀戸 秀次・木下 直弘・倉田 静雄・蔵野 博久 

    大丸谷智子・高根 睦広・竹田 源作・津田 吉哲・出口 洋征・転正 喜一・中村 邦子・西村 隆政 

    東  秀雄・藤尾紀久子・藤尾 忠彦・前田恵里子・前田 知一・三宅  豊・渡辺 正広

【３】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 

  新型コロナウイルス感染症対応 開催中止

【４】平成３１年度（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店 

  新型コロナウイルス感染症対応 開催中止決定

【５】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 

  新型コロナウイルス感染症対応 開催中止決定



【６】平成３１年度（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 

新型コロナウイルス感染症対応 開催中止決定

【７】２０２０年度（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 

  協議済み。

【８】２０２０年度（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 

協議済み。 

【９】第３７回 北信越地区都市対抗選手権大会について      ５月９～１０日 新潟県 サウンドボウル見附店 

  石川県への割当は７チーム。中央支部・３、加南支部・２、能登支部・２。 

  中央支部は予選を行い選考予定。（予選要項は、後日、中央支部長より発表）

【10】第５４回 全日本選抜選手権大会について         ５月１５～１７日 埼玉県 新狭山グランドボウル 

  有資格者 前田 知一（世界シニアボウリング選手権大会 2019  男子 4 人チーム戦 第 5 位入賞） 

田中 椋也（第 48 回 全国都道府県対抗選手権大会 ２人チーム戦 優勝） 

（第 36 回 北信越地区ボウリング選手権大会 選手権者決定戦 第 1 位） 

小西 寛子（第 48 回 全国都道府県対抗選手権大会 ２人チーム戦 優勝） 

脇坂 裕貴（第 36 回 北信越地区ボウリング選手権大会 選手権者決定戦 第２位） 

   参加希望選手は、３月２０日までに県連まで申し出て下さい。申込みは県連で行います。 

   参加費・交通費・宿泊費等は各自の負担です。《ホテルは各自で手配》

【11】ゆ－りんビック２０２０について              ５月１６～１７日 レジャーランボウル藤江店 

  試合要項などは、近日中に各クラブ・各センターに公示予定。

【12】第７５回 国民体育大会（燃ゆる感動 かごしま国体）県予選について 

試合要項などは、近日中に各クラブ・各センターに公示予定。  【Ｉ】５月 ２日 クァトロブーム鹿島 

                              【Ⅱ】５月２３日 百万石リゾートレーン 

【Ⅲ】６月 ６日 コロナキャットボウル金沢

【13】第４４回 全日本中学選手権大会県予選について             ５月３０日 御経塚グランドボウル 

  参加希望の選手は、早急に県連事務所 又は 各センターに申し込んで下さい。

【14】第４６回 全日本実業団産業別選手権大会について     ５月２９～３１日 京都府 キョーイチボウル宇治 

                                             ラピュタボウル宇治東 

    ４月５日県予選の結果により、実業団部で選考。

【11】各リーグの次回日程 

◇石川ボウリングリーグ ⑧ ３月２２日（日）御経塚グランドボウル（新型コロナウイルス感染症対応 開催中止決定） 

  ◇実業団リーグ     ➀ ５月２４日（日）コロナキャットボウル金沢  ② ６月 ７日（日）百万石リゾートレーン 

  ◇シニアリーグ     ➀ ４月１９日（日）百万石リゾートレーン    ② ５月２４日（日）御経塚グランドボウル 

  ◇予選会          ４月 １日（水）御経塚グランドボウル（東日本選手権） 

４月１５日（水）百万石リゾートレーン（東日本選手権） 

【12】その他 

  １. ２０１９年度 石川ボウリングリーグ 終了について 

     ３月２２日（日）開催予定の最終節は、新型コロナウイルス感染症対応により中止が決定しましたので 

     ２０１９年度成績は、2020 年 2 月 2 日 第７節 終了時の成績とします。 

  ２. ２０２０年度 選手権大会・競技会 参加費について 

  ３. ２０２０年度 石川ボウリングリーグ 参加申込について 

     ５月１０日までに、各支部 及び 県連事務所に申込書を提出して下さい。



 


