
石川県ボウリング連盟 

３月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０２1年３月９日（火）ＰＭ７:３０ 御経塚グランドボウル

【１】第４６回 石川県実業団選手権大会（２８チーム） 結果    ２月１４日 百万石リゾートレーン 

◆２人チーム戦  第１位 金沢市役所Ａ    （中倉 啓太・清水 正弘）     ３,８８２ 

          第２位 久世ベローズエ業所Ｂ（松浦  弘・田中 智之）     ３,８４３ 

          第３位 北陸電力石川Ａ   （渡邊 元造・田中 椋也）     ３,６４８ 

          第４位 北國銀行Ｂ     （池田ひとみ・永山 順一）     ３,５９８ 

          第５位 北國銀行Ａ     （中嶋 修一・魚  雅章）     ３,５８６ 

          第６位 久世ベローズエ業所Ａ（河合 昭彦・南谷  隆）     ３,５５５ 

          Ｈ／Ｇ 久世ベローズエ業所Ｂ（松浦  弘・田中 智之）       ５２４ 

          Ｈ／Ｓ 金沢市役所Ａ    （中倉 啓太・清水 正弘）     １,３５５ 

◆選手権者決定戦 第１位 田中 智之 （久世ベローズエ業所）           ２,６５７ 

          第２位 清水 正弘 （金沢市役所）               ２,５７２ 

          第３位 魚  雅章 （北國銀行）                ２,５２９ 

          第４位 野村  潤 （津田駒工業）               ２,４６９ 

          第５位 岩本 清兼 （実業団ＯＢ）               ２,４６９ 

          第６位 中倉 啓太 （金沢市役所）               ２,４６８ 

          Ｈ／Ｇ 河合 昭彦 （久世ベローズエ業所）             ２７８ 

          Ｈ／Ｓ 清水 正弘 （金沢市役所）                 ７１０

【２】２０２０年度 北陸三県競技大会 結果          ３月６～７日 百万石リゾートレーン 

◆男子 ◇２人チーム戦 第２位 石川Ｙ（川崎拓也・田中椋也）            ２,５９１ 

             第３位 石川Ｍ（中倉啓太・魚 雅章）            ２,５７９ 

             次 点 石川Ｉ（河合昭彦・脇坂 裕貴）           ２,５２６ 

     ◇４人チーム戦 第１位 石川Ｇ（安藤正直・清水正弘・中倉啓太・魚 雅章）  ５,１１７ 

             次 点 石川Ｐ（塚 良雄・松浦 弘・山出浩之・岡水博志）  ４,９３２ 

     ◇個人総合   第１位 西川外志雄                     １,４１９ 

             第２位 泉  真也                     １,３５９ 

             第４位 渡邊 元造                     １,３２８ 

◇ハイゲーム        脇坂 裕貴                       ２９９ 

◇ハイシリーズ       脇坂 裕貴                       ７７２ 

◆女子 ◇２人チーム戦 第１位 石川Ｌ（横山小枝・大丸谷智子）           ２,３６３ 

             第２位 石川Ｉ（吉田美咲・奥村一世）            ２,３１１ 

             第３位 石川Ｎ（松谷博美・大工千加子）           ２,２４７ 

 次 点 石川Ｅ（泉 洋子・三浦啓子）            ２,２０８ 

◇４人チーム戦 第１位 石川Ｂ（打屋知子・北田智美・岡 里美・久本安子）  ４,５８０ 

第２位 石川Ｅ（小原和美・千木美鈴・吉田美咲・奥村一世）  ４,４８１ 

第３位 石川Ｆ（横山万実・池田ひとみ・横山小枝・大丸谷智子）４,４０５ 

次 点 石川Ｄ（平林幸子・吉田知花・角見歩乃花・中村邦子） ４,３７４ 

◇個人総合   第１位 吉田 美咲                     １,２１２ 

 第２位 奥村 一世                     １,１９７ 

             第３位 松谷 博美                     １,１９０ 

             第５位 中村 邦子                     １,１２３ 

             第６位 大丸谷智子                     １,０９４ 

    ◇ハイケーム       角見歩乃花                       ２４３ 

    ◇ハイシリーズ      久本 安子                       ６３５



【３】２０２０年度 シニアリーグ 結果 （４月～２月 全１１節） 

  （順位） （氏 名）  （トータルン） （ポイント）（ゲーム数）（アベレージ） （ＨＧ） （ＨＳ） 

  第１位 前田 知一 １１,８３４  ３８.５  ４８  ２１９.８  ３００ ７９３ 
  第２位 岩本 清兼 １１,５７５  ３３.５  ５４  ２０８.２  ２５７ ６９９ 
  第３位 太田 一哉 １１,２８６  ３５.０  ５４  ２０２.５  ２６８ ７１６ 
  第４位 大丸谷 悟 １１,１２１  ３２.０  ５４  ２００.０  ２７９ ７００ 
  第５位 渡辺 正広 １１,１１２  ３０.０  ５４  １９２.２  ２５５ ６５１ 
  第６位 東  秀雄 １１,０９１  ３０.０  ５４  １９９.８  ２５６ ６９７ 
  第７位 前出 雅裕 １１,０４２  ３２.０  ５４  １９７.６  ２６８ ６８２ 
  第８位 西川外志雄 １１,０３２  ２６.０  ４８  ２０５.７  ２６９ ６８７ 
  第９位 前田 良一 １０,９７１  ３５.０  ４８  ２０２.５  ２５５ ７０２ 
  第 10位  岡   里美 １０,８８４  ２９.０  ５４  １８６.２  ２５８ ７０８ 
  Ｈ／Ｇ ◇男子 前田 知一 ３００  ◇女子 中村 邦子 ２６８ 
  Ｈ／Ｓ ◇男子 前田 知一 ７９３  ◇女子 岡  里美 ７０８ 
   全参加：岩本清兼・太田一哉・岡 里美 ・賀戸秀次・倉田静雄・蔵野博久・車冨記雄・小西 修 
       大丸谷悟・犬丸谷智子・竹田源作・田中信一・津田吉哲・出口洋征・転正喜一・永原 到 
       中村邦子・西村隆政・東 秀雄・藤尾忠彦・前田恵里子・前出雅裕・渡辺正広
 

【４】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 

    協議済み。 

【５】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 

    監督：田中椋也（選手兼任） 選手：朝山遥紀・河内唯人・宮谷拓海・田中智之・中倉啓太 

【６】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。 

【７】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 

    協議済み。 

【８】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 

 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８～９日 百万石リゾートレーン 

    チーム数割り当て＝能登支部 ３ ・中央支部 ８ ・加南支部 ４ 

【10】第５４回 全日本選抜選手権大会について    月１４～１６日 埼玉県 新狭山グランドボウル 

    ２０２０年度 石川県個人選手権大会 選手権者を派遣予定。 

【11】ゆ－りんビック２０２１について          ５月１５～１６日 レジャーランボウル藤江 

    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 国体県予選について 

 【Ｉ】５月２２日（土）リゾート  【Ⅱ】６月５日（土）コロナ  【Ⅲ】６月１２日（土）クァトロ 

【13】第４７回 全日本実業団産業別選手権大会について ５月２８～３０日  山形県 山形ファミリーポウル 

実業団部に一任。                            ヤマコーボウル 

【14】第４４回 全日本中学選手権大会県予選について         ５月３０日 レジャーランボウル 

    参加希望の選手は、早急に県連に申し込んで下さい。後日要項等公示。 

【15】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）①７月２５日（日）百万石リゾートレーン 
 ◇実業団リーグ     ①５月１６日（日）コロナキャットボウル     ②６月２０日（日）百万石リゾートレーン 
 ◇シニアリーグ     ①４月１８日（日）百万石リゾートレーン     ②５月２３日（日）レジャーランボウル藤江 
 ◇予選会         ７月以降開始 

【16】その他 


