
石川県ボウリング連盟 

４月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０２１年４月１３日（火）ＰＭ７:３０ 御経塚グランドボウル

【１】第４６回 石川県個人選手権大会 結果（男子４８名・女子７名 参加） ３月１４日 百万石リゾートレーン 

◆男子 第１位 川﨑 拓也（秀 峰）        ２,０３１（２年連続・２回目・北國新聞写真掲載） 
     第２位 田中 智之（久世ベローズ工業所）１,９７９ 

     第３位 平下 達也（金沢市役所）    １,９５６     第６位 中倉 啓太（金沢市役所）     １,８８６ 

     第４位 大城 康弘（ホープ）      １,９２３     Ｈ／Ｇ 田中 智之（久世ベローズ工業所）   ３００ 

     第５位 羽場 真生（ハンター）     １,９０６     Ｈ／Ｓ 田中 智之（久世ベローズ工業所）   ７９９ 

 ◆女子 第１位 横山 小枝（白 鳳）      １,７７６（３年連続・３回目・北國新聞写真掲載） 

     第２位 吉田 美咲（ジュニア）     １,７３２ 

     第３位 奥村 一世（金沢市役所）    １,７０８     第６位 市田 彩華（ジュニア）     １,４７６ 

     第４位 角見歩乃花（ジュニア）     １,４９１     Ｈ／Ｇ 吉田 美咲（ジュニア）       ２３６ 

     第５位 野村 美羽（ジュニア）     １,４８９     Ｈ／Ｓ 吉田 美咲（ジュニア）       ６６３

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

    男子６名が参加。 田中 椋也 決勝進出。

【３】第６回 石川県シニア選手権大会 結果（４８名参加）      ３月２１日 クァトロブーム鹿島 

第１位 大丸谷 悟（加南支部）（初優勝）    第３位 西住 昭真（能登支部） 
    第２位 前田 良一（中央支部）         Ｈ／Ｇ 塚  良雄（能登支部） ２６７ 
    高齢者表彰 ◇男子 出口 洋征（金沢市 78歳）   ◇女子 中村 邦子（津幡町 78歳） 

【４】２０２０年度「石川ボウリングリーグ」成績 （７月～３月 第８節） 

   （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 ハンターＡ   ５８.０ （３３.０６７）  第 10 位 金沢ホープＢ ３６.０ （３０,３８４） 

 第２位 金沢Ｊ・Ａ   ５０.０ （３１,７６６）  第 11 位 ハンターＢ  ３５.０ （３０,５４９） 

  第３位 漣       ４７.０ （３１,０１５）  第 12 位 リゾート   ３４.０ （３０,６１６） 

  第４位 白 鳳     ４０.５ （３１,９５２）  第 13 位 栄 光    ２９.０ （３０,０６６） 

  第５位 ＡＣＴ・ＯＮＥ ３９.０ （３１,５４５）  第 14 位 銀 河    ２４.０   (３０,３７１） 

  第６位 ピッグ     ３９.０ （３１,４８９）  第 15 位 ゴリラーズＡ ２４.０ （２６,５８９） 

  第７位 秀 峰     ３９.０ （３０.９９６）  第 16 位 金沢Ｊ・Ｂ  ２２.０ （２９,５６６） 

  第８位 金沢ホープＡ  ３８.０ （３１,３６７）  第 17 位 ゴリラーズＢ １２.０ （２４,２５３） 
第９位 金沢ホープＣ  ３６.０ （３１,０５７）  第 18 位 ダッグルズ   ５.５ （２７,３９６）  

【５】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 結果 
（２１チーム参加）４月４日 百万石リゾートレーン 

第１位 金沢市役所Ａ   （松原真珠・中倉啓太・清水正弘・奥村一世）   ５,３３６（11 回目） 
第２位 トナミ運輸金沢  （仲島安昭・北田智美・金子大三）        ５,２８１ 
第３位 久世ベローズ工業所（河合昭彦・脇坂裕貴・田中智之）        ５,２６９ 

  第４位 北陸電力石川Ａ  （渡邊元造・渡邊絢乃・由水伸弥・木谷哲也）   ５,２３９ 
  第５位 石川県教職員Ｂ  （小島 勝・中田裕巳・今川 徹）        ５,２２３ 
  第６位 金沢市役所Ｂ   （平下達也・西村雅之・吉田伸也）        ５,２１８ 

Ｈ／Ｇ 金沢市役所Ｂ   （平下達也・西村雅之・吉田伸也）          ７０８ 
Ｈ／Ｓ 金沢市役所Ｂ   （平下達也・西村雅之・吉田伸也）        １,９３５

【６】第４７回石川県２人チーム選手権大会 兼 第５７回東日本選手権大会県予選 結果 
                （男子３２．女子１１チーム参加）４月１１日 百万石リゾートレーン 
◆男子 第１位 久世ベローズエ業所Ａ（脇坂 裕貴・田中 智之）       １,９０１（初優勝・新記録） 

 第２位 金沢ホープＢ    （松原  睦・岸   繁）       １,７１４ 
   第３位 秀峰Ｂ       （川﨑 拓也・田中 椋也）       １,６８１ 
   第４位 中央支部Ｂ     （高根 睦広・大岩  茂）       １,６６４ 
   第５位 金沢Ｊ・Ｂ     （畠  健治・越野  匠）       １,６３７ 
   第６位 金沢市役所     （中倉 啓太・清水 正弘）       １,６２３ 

Ｈ／Ｇ 秀峰Ｂ       （川﨑 拓也・田中 椋也）         ５２８ 
Ｈ／Ｓ 秀峰Ｂ       （川﨑 拓也・田中 椋也）       １,４０２  



◆女子 第１位 白鳳        （横山 小枝・大丸谷智子）       １,５９１（2 年連続・４回目） 
     第２位 中央支部Ｃ     （平林 幸子・中村 邦子）       １,４８９ 
     第３位 中央支部Ｄ     （米田 有希・松下  惠）       １,４８３ 
     第４位 中央支部Ｂ     （岡  里美・高野由紀子）       １,４７３ 
     第５位 金沢ホープ A    （小原 和美・奥村 一世）       １,４６５ 
     第６位 中央支部Ｅ     （泉  洋子・三浦 啓子）       １,４５２ 
     Ｈ／Ｇ 中央支部 C     （平林 幸子・中村 邦子）         ４３４ 
     Ｈ／Ｓ 中央支部 C     （平林 幸子・中村 邦子）       １,１９３
 

【７】第３７回 北信越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 

  監督：竹田 源作 選手：能登支部３・中央支部８．加南支部４チーム。 

  県連主管大会につき、役員・審判員よろしくお願いします。 

【８】ＮHK杯 第５４回全日本選抜選手権大会について     ５月１４～１６日 埼玉県 新狭山グランドボウル 

  選手：河内 唯斗・小西 寛子・渡邊 絢乃 

【９】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 

  各センター、県連ホームページに要項を掲示してます。 

【10】第７６回 国民体育大会県予選について  

◆４月２４日 少年Ｉ（レジャーランボウル藤江） ◆５月２２日 少年Ⅱ 成年Ｉ（百万石リゾートレーン） 

  ◆６月 ５日 成年Ⅱ（コロナキャットボウル金沢）◆６月１２日 成年Ⅲ（クァトロブーム鹿島） 

   要項は別に掲示。又は県連ホームページで確認して下さい。 

【11】産業大臣杯 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 山形ファミリーボウル 

   実業団部において選考。                          山形県 ヤマコーボウル                                   

【12】第４５回 全日本中学生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藤江 

   要項は別に掲示します。 

【13】第 34回 オールジャパンレディストーナメントについて    6 月 4～6 日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

   監督：未 定 選手：渡邊 絢乃・前田恵里子・市田 彩華・角見歩乃花・野村 美羽 

【14】第３０回 いしかわスポレク交流大会シニアボウリング大会について    ６月６日 レジャーランボウル藤江 

  ◇ 競技方法：男女別個人戦３ゲームの合計点による。（ハンディは昨年の通り） 

  ◇ 参加資格：６０歳以上の石川県在住の方。 

  ◇ 参加費・申し込み：1 人 ７００円。５月３０日（日）締切り。 

  ◇ 表  彰：男女別１～３位に賞状及び副賞。７５歳以上にスポレク賞。 

  ◇ そ の 他 ：受付９：００～９：４０．競技１０：００～１２：３０。※ 詳細は県連 廣岡副理事長まで。 

【15】第５４回 全日本シニア選手権大会について         ６月１８～２０日 愛知県 稲沢グランドボウル 

  選考中。 

【16】第５７回 東日本選手権大会について               ６月２５～２７日 百万石リゾートレーン 

  選考中。県連主管大会につき、役員・審判員よろしくお願いします。 

【17】各リーグ・予選会の次回日程 
  ◇石川ボウリングリーグ ①７月２５日（日）百万石リゾートレーン    ②８月２２日（日）レジャーランボウル藤江 

  ◇実業団リーグ     ①５月１６日（日）コロナキャットボウル金沢  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（水）レジャーランボウル藤江 

  ◇予選会         ７月以降開始 

 【18】その他 


