
石川県ボウリング連盟 

８月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０２１年 8 月１0 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（第 76 回三重ことわか国体地区予選）結果 ７月１６～１８日 長野県 ココレーン諏訪店 

 ◆成年男子 ◇総 合    第３位 （１位 新潟・２位 富山・４位 福井・５位 長野） 

       ◇個人戦    第２位 田中 椋也  １,２５０   第 ５位 脇坂 裕貴  １,１７６ 

               第３位 山本 青空  １,２３０   第１７位 山本 太陽  １,００９ 

       ◇２人チーム戦 第４位（山本 太陽・山本 青空）               ２,４０３ 

               第７位（脇坂 裕貴・田中 椋也）               ２,２５４ 

       ◇４人チーム戦 第４位（脇坂 裕貴・山本 太陽・山本 青空・田中 椋也）   ２,１６９ 

 ◆成年女子 ◇総 合    第２位 （１位 新潟・３位 長野・４位 富山・５位 福井） 

       ◇個人戦    第３位 小西 寛子  １,０５５   第 ６位 木村 厚子  １,０１０ 

               第４位 横山 小枝  １,０３３   第１１位 松谷 博美    ９７２ 

       ◇２人チーム戦 第２位（松谷 博美・木村 厚子）               １,９７３ 

               第４位（横山 小枝・小西 寛子）               １,９２４ 

       ◇４人チーム戦 第２位（横山 小枝・木村 厚子・松谷 博美・小西 寛子）   ２,０５９ 

 ◆少年男子 ◇総 合    第１位（２位 福井・３位 富山・４位 長野・新潟 不参加） 

       ◇個人戦    第２位 河内 唯斗  １,２１０   第３位 安村  響    １,１２４ 

       ◇２人チーム戦 第１位（河内 唯斗・安村 響）                 ２,１１７ 

 ◆少年女子 ◇総 合    第２位（１位 新潟・３位 富山・４位 福井・長野 不参加） 

       ◇個人戦    第２位 野村 美羽   ９６９    第３位 吉田 美咲      ９５１ 

       ◇２人チーム戦 第２位（野村 美羽・吉田 美咲）                １,７９４ 

   ※【成年男子】【成年女子】【少年男子】3 種別で国体出場権獲得。 

【２】文部科学大臣杯 第４５回 全日本中学校選手権大会 結果 ７月２１～２３日 京都府 キョーイチボウル宇治 

    ３名が参加。 

【３】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 

【４】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 

    2 名参加 安村 澪音・角見 優仁 

【５】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（選手兼任） 

  選手：（Ａ）新保 保夫・西川外志雄 （Ｂ）大丸谷智子・大丸谷 悟 （Ｃ）前田 良一・斉藤 孝雄 

     （Ｄ）中村 邦子・西村 隆政 （Ｅ）藤田 朝人・塚  良雄 （Ｆ）出口 洋征・東 秀雄 

     （Ｇ）魚  雅章・塩本  靖 （Ｈ）田中 信一・太田 一哉 （１）前田恵里子・蔵野 博久 

     （Ｊ）岡  里美・高野由紀子 （Ｋ）泉  洋子・泉  真也 （Ｌ）渡辺 正広・渡辺外志子 

     （Ｍ）木下 直弘・竹田 源作 （Ｎ）転正 喜一・安藤 和広 （O）久本 安子・中川 外治 

     （Ｐ）永原  到・植村 一郎 （Ｑ）行上 克・大岩  茂

【６】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 

協議済み。 

【７】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 

    協議済み。 



【８】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藤江 

    実業団部 一任。 

【９】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金沢 

 協議済み。 

【10】第７６回国民体育大会（三重とこわか国体）について ９月３０～１０月４日 三重県 津グランドボウル 

  石川県選手団 

【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 

【11】第１２回 東日本シニア選手権大会について  １０月１５～１７日 東京都 東大和グランドボウル 

    未 定。 

【12】経済産業大臣杯 第４７回 全日本実業団産業別選手権大会について  

１０月１８～２０日 山形県フアミリーボウル・ヤマコーボウル 

    2021 年 4 月 4 日 県予選終了、実業団部一任。 

【13】第５４回 全日本新人選手権大会について      １０月２９～３１日 静岡県 浜松毎日ボウル 

    ９月１９日県予選により選考 

【14】各リーグの次回日程 

◇石川ボウリングリーグ ②８月２２日（日）レジャーランボウル藤江 ③ ９月１９日（日）コロナキャットボウル 

◇実業団リーグ     ③８月２９日（日）百万石リゾートレーン  ④１０月 ３日（日）百万石リゾートレーン 

◇シニアリーグ     ⑥９月１２日（日）コロナキャットボウル  ➆１０月２４日（日）クァトロブーム鹿島 

◇予選会       未定 

【15】その他 

 【参考】国体ボウリングの石川県の記録。 

（１）国体にボウリングが採用されたのは、昭和６２年第４２回沖縄国体からである。 

今年の三重大会で３５回目になる。※ 第７５回三重大会がコロナ禍中止のため［実質３４回］。 

 （２）各地域からの国体出場枠は「成男３．成女２．少男２．少女１（開催県は別）」。 

   （３）石川県は全回参加の偉業を継続中。（４種別１１回・３種別１５回・２種別５回・１種別３回） 

      種別内訳（成男３３回・成女２３回・少男２６回・少女２２回）→冬上 

   （４）入賞の記録 ◇総合優勝１回。（平成３年 第４６回 石川大会） 

          ◇競技別入賞 １位 １１回 ２位 １２回 ３位 １５回 ４位 １０回 

                 ５位 １６回 ６位 １５回 ７位 １６回 ８位 １５回 

   （５）ボウリングが国体に初参加の沖縄大会で、「石川県選手団の入場行進」が特別に目を引くものがあり、 

      赤木会長からの特別賛辞を受け、その写真が翌京都大会のメインポスターに使用された。 

※ 以来石川方式の入場行進が普遍化された。 

 


