
石川県ボウリング連盟 

７月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０２１年７月１３日（火）ＰＭ７:３０ レジャーランボウル藤江店 

【１】 第４２回 北信越国体 県予選 結果   ４月２４～６月 1２日 レジャラン・リゾート・コロナ・クァトロ 

  ◇成年男子   第１位 田中 椋也  ４,９２２    第４位 山本 太陽  ４,８０２ 

   （２４Ｇ）  第２位 脇坂 裕貴  ４,８７５    第５位 清水 正弘  ４,５５４ 

第３位 山本 青空  ４,８４１ 

  ◇成年女子   第１位 小西 寛子  ４,３１９    第４位 松谷 博美  ４,２２１ 

   （２４Ｇ）  第２位 横山 小枝  ４,２７６    第５位 平林 幸子  ４,１６５ 

          第３位 木村 厚子  ４,２４３ 

  ◇少年男子   第１位 河内 唯斗  ２,４０９    第３位 松本 健斗  ２,２０３ 

   （１２Ｇ）  第２位 安村  響  ２,２７３ 

  ◇少年女子   第１位 吉田 美咲  ２,１０９    第３位 角見歩乃花  ２,０１７ 

   （ｌ２Ｇ）  第２位 野村 美羽  ２,０７７ 

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

  ◇ハイシニア  決勝進出  第１４位  西川外志雄             ３,０９０ 

【３】第５７回 東日本選手権大会 結果           ６月２５～２７日 百万石リゾートレーン 

  ◆男 子 

  ◇ 個人戦     第４６位 田中 椋也  ２,４３７     第６９位 山本 太陽   ２,３８０ 

  （ｌ２Ｇ）   第４７位 林  邦治  ２,４３２     第８２位 田中 智之   ２,３３９ 

          第５２位 川﨑 拓也  ２,４１１     第９６位 中倉 啓太   ２,２７１ 

第６４位 横山 謙三  ２,３９０    第１１５位 本田多久斗   ２,１３７ 

  ◇２人チーム戦 第１２位 石川Ａ（田中 椋也・田中 智之）            ２,５１５ 

 （２✕６Ｇ）  第３２位 石川Ｂ（中倉 啓太・川﨑 拓也）            ２,３９１ 

          第４０位 石川Ｃ（山本 太陽・横山 謙三）            ２,３３４ 

 第６２位 石川Ｄ（林  邦治・本田多久斗）            ２,０８４ 

  ◇４人チーム戦 第 ６位 石川Ｂ（山本 太陽．横山 謙三・林  邦治・本田多久斗）４,９１２

（４✕６Ｇ）  第２５位 石川Ａ（田中 椋也・田中 智之・中倉 啓太・川﨑 拓也）４,５５２ 

  ◆女 子 

  ◇個人戦    第２２位 松下  惠  ２,２６７     第４４位 大丸谷智子  ２,０８４ 

  （ｌ２Ｇ）   第２４位 横山 小枝  ２,２５１     第４５位 米田 有希  ２,０７１ 

          第３６位 岡  里美  ２,１５４     第４６位 平林 幸子  ２,０７０ 

          第４３位 中村 邦子  ２,０８４     第５３位 野村 美羽  １,９５９ 

  ◇２人チーム戦 第 ５位 石川Ｄ（松下  惠・横山 小枝）             ２,３２０ 

  （２✕６Ｇ）  第２２位 石川Ａ（平林 幸子・中村 邦子）             ２,１０６ 

          第２４位 石川Ｂ（岡  里美・大丸谷智子）             ２,１００ 

          第２６位 石川Ｃ（野村 美羽・米田 有希）             １,９９７ 

  ◇４人チーム戦 第 ９位 石川Ｂ（野村 美羽・松下  惠・米田 有希・横山 小枝） ４,２３１ 

  （４✕６Ｇ）  第１０位 石川Ａ（平林 幸子・中村 邦子・岡  里美・大丸谷智子） ４,１８６ 

【４】第４２回北信越国体（第 76 回ことわか国体地区予選）について ７月１６～１８日 長野県 ココレーン諏訪店 

   【成年男子】 監督：渡辺 正広  選手：田中 椋也・脇坂 裕貴・山本 青空・山本 太陽 

   【成年女子】 監督：竹田 源作  選手：小西 寛子・横山 小枝・木村 厚子・松谷 博美 

   【少年男子】 監督：普和 紘平  選手：河内 唯斗・安村  響 

   【少年女子】 監督：今川  徹  選手：吉田 美咲・野村 美羽 



【５】第４５回 全日本中学校選手権大会について  ７月２１～２３日 京都府 キョーイチボウル宇治 

    協議済み。

【６】ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 第４５回 全日本高等学校選手権大会について 

協議済み。                ８月１６～１８日 神奈川県 川崎グランドボウル 

【７】第１２回全日本小学生競技大会について     ８月２１～２２日 愛知県 稲沢グランドボウル 

    協議済み。 

【８】第２１回 北信越シニア選手権大会について ８月２８～２９日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

監 督：渡辺 正広   選 手：選考中 

【９】第４３回 石川県３人チーム選手権大会について         ９月５日 百万石リゾートレーン 

  ◇競 技  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） 

        小学生２０、中学生１０のハンディを与える。 

  ◇褒 賞  男女別３位まで。（１～６位、Ｈ／Ｇ、Ｈ／Ｓは記録保存） 

  ◇参加費  予 選 １０,８００円（１人３，５（）０円・ジュニア３，（）０（）円） 

        決 勝  ６,０００円。 

  ◇申込み  ８月２８日（土）締め切り。 

  ◇その他  本大会 個人予選成績 上位者より第５０回 全国都道府県対抗選手権大会 派遣選手を 

男女別に選考する。 

  ◇大会記録 ◇男子 トータル ６,０８３（第２８回 ダックルズ） ◇女子 トータル ５,６２５ （第３５回 中央支部 B） 

              Ｈ／Ｇ   ７８３（第２１回 ビッグ）         Ｈ／Ｇ   ６８５（第３７回 中央支部） 

            Ｈ／Ｓ ２,１０６（第２８回 ダックルズ）       Ｈ／Ｓ １,８７８（第３０回 中央支部） 

【10】日本スポーツマスターズ２０２１岡山大会について ９月１７～２０日 岡山県 サンフラワーボウル 

    監 督：竹田 源作 

男 子：西川外志雄・泉  真也・西村 隆政・中田 裕巳 

    女 子：大丸谷智子・中村 邦子・岡  里美・小西真知子 

【11】第５４回 全日本実業団選手権大会県予選について        ９月１９日 レジャーランボウル 

    実業団部に一任。 

【12】第５４回 全日本新人選手権大会県予選について        ９月１９日 コロナキャットボウル 

    スタート 16：30（予定）「石川ボウリングリーグ 第 3 節」終了後 

    詳細その他については「県連ホームページ」掲載。 

【13】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     ②７月１８日（日）レジャーランボウル藤江 ③８月２９日（日）百万石リゾートレーン 

◇シニアリーグ     ⑤８月 １日（日）クァトロブーム鹿島   ⑥９月１２日（日）コロナキャットボウル 

◇予選会       未定 

【14】その他 


