
石川県ボウリング連盟 

９月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０２１年 9 月１4 日（火）ＰＭ７:３０ レジャーランボウル藤江店

【１】ＪＢＣジュニアオリンックカップ 

   第４５回 全日本高等学校選手権大会 結果        ８月１６～１８日 神奈川県 川崎グランドボウル 

【２】第１２回 全日本小学生競技大会 結果           ８月２１～２２日 愛知県 稲沢グランドボウル 

    ２名が参加。 

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

    ３４名が参加。                                （入賞者 北國新聞写真掲載） 

 ◇個人戦    第１位 泉  真也            １,３５３ 

         第２位 太田 一哉            １,３４４ 

         第６位 斉藤 孝雄 １,３１１ 

 ◇２人チーム戦 第３位 石川Ａ（新保 康夫・西川外志雄） ２,５２８ 

         第４位 石川Ｈ（田中 信一・太田 一哉） ２,５２１ 

         第６位 石川Ｇ（魚 雅章・塩本 靖）   ２,５１１ 

 ◇個人総合   第１位 泉  真也            ２,６７９ 

         第２位 太田 一哉            ２,６３９

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

    男子 22 チーム・女子 9 チームが参加。                 （男女第一位 北國新聞写真掲載） 

 ◇男子 第１位 中央シニアＡ   （東田 達也・番井 昭彦・塩本  靖） ２,５９９ 初優勝 

 第２位 ビッグクラブＡ  （前田 良一・斉藤 孝雄・川上 秀則） ２,４４２ 

     第３位 久世ベローズエ業所（河合 昭彦・脇坂 裕貴・田中 智之） ２,４４０ 

     第４位 リゾー卜Ａ    （旭  真吾・本田多久斗・堂前 秀雄） ２,４３１ 

     第５位 金沢市役所    （白木  武・中倉 啓太・清水 正弘） ２,４１９ 

     第６位 ビッグクラブＣ  （橘  靖人・津田 吉哲・岩本 清兼） ２,４０３ 

     Ｈ／Ｇ ビッグクラブＣ  （橘  靖人・津田 吉哲・岩本 清兼）   ７３８ 

     Ｈ／Ｓ ＡＣＴ・ＯＮＥ Ｂ （島崎健太郎・墨屋  肇・林  邦治） １,９７７ 

 ◇女子 第１位 チ－ム石川Ａ   （横山 小枝・岡  里美・大丸谷智子） ２,３６９ 2 年振り 4 回目 

     第２位 チ－ム石川Ｂ   （大工千加子・木村 厚子・小西 寛子） ２,３１７ 

     第３位 ハン夕－     （角見歩乃花・河村 里穂・中村 邦子） ２,３０３ 

     第４位 中央支部Ｂ    （泉  洋子・前田恵里子・三浦 啓子） ２,２４４ 

     第５位 金沢ホープＢ   （吉田 美咲・吉田 知花・奥村 一世） ２,２４２ 

     第６位 金沢ホープＡ   （千木千恵子・干木 美鈴・小原 和美） ２,２３３ 

     Ｈ／Ｇ 金沢ホ－プＢ   （吉田 美咲・吉田 知花・奥村 一世）   ６６１ 

     Ｈ／Ｓ チ－ム石川Ａ   （横山 小枝・岡  里美・大丸谷智子） １,７９９ 

     （注）チーム戦優勝の回数は「単独チームに限る」という規則があるが、「メンバーが同一の場合は回数に入れることとし 

横山小枝・岡里美・大丸谷智子チームを 4 回目とする。

【５】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 

    中止。 



【６】石川県実業団競技会 

   兼 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店 

    協議済み。※ 実業団部登録会員は個人でも参加可。 

【７】第５４回 全日本新人選手権大会県予選について         ９月１９日 コロナキヤツトボウル金沢店 

    協議済み。 

【８】第７６回 国民体育大会（三重ことわか国体）について    ９月３０～１０月４日 三重県 津グランドボウル 

    中止。 

【９】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 

    選考中。

【10】経済産業大臣杯争奪 

   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 山形ファミリーボウル 

    参加：1 チーム（久世ベローズエ業所）                        ヤマコーボウル

【11】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日の県予選会の結果 選考。

【12】第３８回 北信越地区選手権大会について          １１月６～７日 新潟県 サウンドボウル見附店 

    各支部で選考。 男子：5 チーム（中央 2、加南 2、能登 1） 女子：2 チーム（中央 1、加南・能登 1）

【13】第１回 北信越地区実業団選手権大会について          １１月 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

        中止。 

【14】第５０回 全国都道府県対抗選手権大会について       １１月２０～２３日 栃木県 足利スターレーン 

      選考中。 

【15】第５４回 全日本実業団選手権大会について                      １１月２７～２９日 兵庫県 神戸六甲ボウル 

     ９月１９日の県予選の結果にて選考。

【16】各リーグの次回日程 

◇石川ボウリングリーグ ②  9 月 19 日（日）コロナキャットボウル金沢  ③ 10 月 10 日（日）百万石リゾートレーン 

◇実業団リーグ     ③  9 月 26 日（日）百万石リゾートレーン    ④ 10 月  ３日（日）百万石リゾートレーン 

◇シニアリーグ     ➆  10 月 24 日（日）クァトロブーム鹿島     ➇ 11 月 21 日（日）百万石リゾートレーン 

◇予選会       未定 

【17】その他 

  ・次回 予選会 内容 再検討 

  ・県 3 人チーム戦 試合要項 変更について

 


