
石川県ボウリング連盟 

２月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０２1年２月９日（火）ＰＭ７:３０ 御経塚グランドボウル

【１】第４６回 石川県４人チーム選手権大会 結果          １月１７日 百万石リゾートレーン 

  男子１８．女子５チームが参加しました。（Ｘ男女１位北画新聞写真掲載） 

  ◇男子 第１位 能登支部   （西野 正浩・仲島 安昭・渡辺 正広・塚  良雄）３,３４７（初優勝） 

      第２位 秀 峰    （朝山 遥紀・田中 椋也・松本 英将・川﨑 拓也）３,３２７ 

      第３位 ビッグクラブＢ（橘  靖人・岩本 清兼・萩澤 俊治・津田 吉哲）３,３０１ 

      第４位 漣      （泉  真也・平下 達也・藤田 朝人・蔵野 博久）３,２９７ 

      第５位 ビッグクラブＡ（前田 良一・斉藤 孝雄・中川 外治・金子 大三）３,２７９ 

      第６位 金沢ホープＡ （安藤 正直・大城 康弘・太田 一哉・東  秀雄）３,１４７ 

      Ｈ／Ｇ リゾートＡ  （旭  真吾・西木 哲也・本田多久斗・西村 隆政）１,０１４ 

      Ｈ／Ｓ 秀 峰    （朝山 遥紀・田中 椋也・松本 英将・川﨑 拓也）２,４９８ 

  ◇女子 第１位 金沢ホープ  （吉田 美咲・干木 美鈴・小原 和美・奥村 一世）２,８９０（２回目） 

      第２位 石 川    （横山 小枝・横山 万実・岡  里美・大丸谷智子）２,８８２ 

      第３位 ハンター   （平林 幸子・角見歩乃花・羽場 恵美・中村 邦子）２,６５１ 

      Ｈ／Ｇ ハンター   （平林 幸子・角見歩乃花・羽場 恵美・中村 邦子）  ８０７ 

      Ｈ／Ｓ 金沢ホープ  （吉田 美咲・干木 美鈴・小原 和美・奥村 一世）２,１８４

【２】第３８回 全日本実業団都市対抗選手権大会 結果    １月２９～３１日 広島県 キャッスルボウル福山 

    コロナ緊急事態宣言により、派遣予定４チームともキャンセルにより不参加。

【３】第４６回 石川県実業選手権大会について               ２月１４日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。

【４】第４６回 全日本実業団産業別選手権大会について     ２月２7～２８日 京都府 キヨーイチボウル宇治 

    派遣チームなし、不参加。                       京都府 ラピュタボウル東宇治

【５】２０２０年度 北陸三県競技大会について               ３月６～７日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。石川県連主管大会のより全役員・審判員は協力をお願いします。

【６】２０２０年度 石川県個人選手権大会について              ３月１４日 百万石リゾートレーン 

 ◇種  別  男子・女子 

  ◇競  技  個人戦９Ｇの合計点により順位を決定する。 

  ◇参加資格  ２０２０年度 石川県連登録会員であること。 

  ◇褒  賞  男女別１～６位。 

  ◇参加費   ５,１００円。（ジュニア４,５００円） 

  ◇申し込み  ３月６日（土）締切り。※ 大会当日の申込みも受け付ける。 

  ◇その他   男女の選手権者に、次年度の全日本選抜選手権大会の出場権を与える。 

【７】第５９回 全日本選手権大会について            ３月１８～２１日 愛知県 稲沢グランドボウル 

    協議済み。



【７】第５９回 全日本選手権大会について           ３月１８～２１日 愛知県 稲沢グランドボウル 

    協議済み。 

【８】第６回 石川県シニア選手権大会について                ３月２１日 クァトロブーム鹿島 

    協議済み。

【９】第３１回 石川県実業団競技会 兼 

   第４７回 全日本実業団産業別選手権大会県予選について         ４月４日 百万石リゾートレーン 

    実業団部に一任。

【10】第４７回 石川県２人チーム選手権大会について            ４月１１日 百万石リゾートレーン 

  ◇競 技 男女別 予選６Ｇ（３Ｇごとにレーンチェンジする） 

           決勝４Ｇ（２Ｇごとにレーンチェンジする） 

           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 ７,２００円。（ジュニア１名 ３,０００円） 決勝 ４,０００円。 

  ◇申し込み ４月３日（土）締め切り。

【11】石川県実業団リーグ２０２０年度成績〔７月～１１月 第５節〕（第６節は豪雪により中止、打ち切り） 

 （順位） （法人名）      （ポイント）（トータルピン）（順位）（法人名）      （ポイント）（トータルピン） 

  第１位 金沢市役所Ａ    ４３.０ ２１,３０６  第 12 位 実業団ＯＢクラブＢ ２８.０ １８,５６０ 

  第２位 北国銀行Ａ     ４０.０ １９,７４１  第 13 位 石川県庁      ２７.０ １８,３４９ 

  第３位 実業団ＯＢクラブＡ ３９.０ ２０,６４７  第 14 位 コマツ粟津Ｂ    ２５.０ １７,７２３ 

  第４位 津田駒工業Ｂ    ３７.０ １７,９５１  第 15 位 北陸電力石川Ａ   ２５.０ １６,１１１ 

  第５位 津田駒工業Ａ    ３６.０ ２０,２１８  第 16 位 澁谷工業      ２４.０ １１,６４１ 

  第６位 久世ベローズエ業所 ３６.０ １６,０７４  第 17 位 トランテックスＡ  １８.０ １１,５１５ 

  第７位 コマツ粟津Ａ    ３５.０ ２０,００８  第 18 位 トランテックスＢ  １０.０  ９,２９５ 

  第８位 トナミ運輸金沢   ３４.０ ２０,３５８  第 19 位 北陸電力石川Ｂ    ３.０  ６,０６６ 

  第９位 金沢市役所Ｂ    ３２.０ ２０,３５８  第 20 位 北國銀行Ｂ      ３.０   ９５６ 

  第 10 位  環境開発       ３２.０ １５,００９  第 21 位 石川県教職員Ａ    ０ 

 第 11 位  小松ウォールエ業   ３１.０ １７,５３７  第 21 位 石川県教職員Ｂ    ０ 

Ｈ／Ｇ   金沢市役所Ａ           ８１２

【12】各リーグの次回日程 

  ◇石川ボウリングリーグ ⑧３月２８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     ⑨２月２１日（日）リゾート（最終節） 

◇予選会        2020年度は、選考対象とする競技会がないため中止。 

【18】その他 

  主管大会に関する協力体制について 

➀ 北陸三県協議会 ② 北信越都市対抗 ③ 東日本選手権大会 


