
石川県ボウリング連盟 

１2月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０２１年 12 月 14 日（火）ＰＭ７:３０ レジャーランボウル藤江店

【１】令和３年度石川県高等学校新人大会 結果         １１月１１～１２日 レジヤーランボウル藤江店 

 ◆男 子 

  ◇２Ａチーム戦 第１位 金沢伏見Ｂ（池勝久期・松本健斗）                 ２,３８８ 

          第２位 金沢龍谷Ａ（宮岸雄斗・河内唯斗）                 ２,２３１ 

          第３位 金沢伏見Ｃ（角 佳樹・寺崎哲心）                 １,９８２ 

          第４位 金沢龍谷Ｃ（篠原雄太・瀬島慶人）                 １,８９８ 

          第５位 小松工業 C（宮浦航希・角浦 椋）                 １,８４７ 

          第６位 金沢龍谷Ｇ（紙谷 心・杉山 翼）                 １,８３１ 

  ◇個人戦    第１位 松本健斗（金沢伏見） １,３１０  第４位 河内唯斗（金沢龍谷） １,１５０ 

          第２位 安村 響（野々市明倫）１,２５２  第５位 宮岸雄斗（金沢龍谷） １,０３４ 

          第３位 池勝久期（金沢伏見） １,１８７  第６位 横井 楓（小松工業） １,０１１ 

  ◇個人総合   第１位 松本健斗（金沢伏見） ２,６１６  第４位 池勝久期（金沢伏見） ２,２６９ 

          第２位 安村 響（野々市明倫）２,６１１  第５位 瀬島慶人（金沢龍谷） ２,０１５ 

          第３位 河内唯斗（金沢龍谷） ２,４３０  第６位 寺崎哲心（金沢伏見） １,９９７ 

◆女 子 

◇２人チーム戦 第１位 金沢龍谷 （吉田美咲・米田衣澄）                ２,５２３ 

          第２位 金沢伏見Ｂ（薮田朱音・金山雪菜）                １,５３５ 

          第３位 金沢伏見Ａ（角 花夏・関漂里奈）                １,５２１ 

  ◇個人戦    第１位 吉田美咲（金沢龍谷）                      １,１９５ 

          第２位 米田衣澄（金沢龍谷）                      １,１０２ 

          第３位 角見歩乃花（宝 達）                      １,０９９ 

  ◇個人総合   第１位 吉田美咲（金沢龍谷）                      ２,５８５ 

          第２位 米田衣澄（金沢龍谷）                      ２,２３５ 

 第３位 角見歩乃花（宝 達）                      ２,２０７

【２】総理大臣杯・文科大臣杯 

   第５０回 全国都道府県対抗選手権大会（いちご－会とちぎ国体リハーサル大会）結果 

     男子２、女子２名が参加。              １１月２０～２３日 栃木県 足利スターレーン 

  ◇男子選手権者決定戦 決勝進出 第 18 位 田中 椋也（中央支部）

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

    ４チームが参加。                                  北國新聞写真掲載 

  ◇女子個人戦 第３位 奥村 一世（金沢市役所Ａ）                   １，７０１ 

  ◇５人チーム戦＜決勝＞ 

第１２位 金沢市役所Ａ（白木 武・奥村一世・松原真珠・中倉啓太・清水正弘）    ２,７４５ 

  ◇５人チーム戦＜予選＞  

    Ａ組：９位 トランテックス  ８,１５２  １３位 金沢市役所Ｂ   ８,０４４ 

    Ｂ組：６位 金沢市役所Ａ   ８,８１３  １４位 コマツ粟津工場  ８,１７0



【４】第３９回全日本実業団都市対抗選手権大会県予選 結果 １２月５日 レジャーランボウル 

  第１位 金沢市役所Ａ   （中倉 啓太・吉田 伸也・白木  武・清水 正弘）      ７,９４６ 

  第２位 久世ベローズエ業所（河合 昭彦・松浦  弘・脇坂 裕貴・田中 智之）      ７,７４２ 

  第３位 金沢市役所Ｂ   （奥村 一世・飯田 外樹・中村 和弘・松原 真珠）      ７,６７０ 

  第４位 石川教職員    （端山 祐司・西住 昭真・中田 裕己・今川  徹）      ７,６１９ 

  第５位 トランテックスＡ （牧田 興紀・吉倉 良彦・小竹  宏・松本 英将）      ７,５０７ 

  第６位 環境開発     （山森 正治・山内 雄大・小谷 拓也・竹井  満）      ７,４６０ 

  第７位 トランテックスＢ （谷下 義之・無量谷 悟・気谷 幸司・林  直之）      ７,０９４ 

  第８位 コマツ粟津工場  （島崎健太郎・東江富美雄・窪田  章・墨屋  肇）      ６,９８６ 

第９位 実業団ＯＢクラブ （岩本 清兼・大原 啓三・荘司由紀子・前野  茂）      ６,９１６

【５】文科大臣杯 

   第２８回 全国高等学校対抗選手権大会について      １２月２４～２６日 三重県 津グランドボウル 

協議済み。 

【６】第４７回 石川県４人チーム選手権大会について            １月１６日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。

【７】第５０回 全日本クラブ対抗選手権大会について       １月２１～２３日 京都府 ＭＫボウル上賀茂 

    中央支部・１ 加南支部・１

【８】第３９回 全日本実業団都市対抗選手権大会について   １月２８～３０日 神奈川県 川崎グランドボウル 

    実業団部に一任。

【９】ＪＢＣ会長杯 

   第３７回 全日本年齢別選手権大会について         ２月１１～１３日 三重県 津グランドボウル 

    未 定。

【10】第４７回 石川県実業団選手権大会について             ２月１３日 百万石リゾートレーン 

    実業団部に一任。

【11】各リーグの次回日程 

◇石川ボウリングリーグ ⑥ 12 月 19 日（日）コロナキャトボウル金沢    ➆   2 月  6 日（日）レジャーランボウル藤江 

◇実業団リーグ     ⑥  1 月   9 日（日）百万石リゾートレーン（最終節） 

◇シニアリーグ     ⑨ 12 月 12 日（日）クァトロブーム鹿島        ⑩   1 月 31 日（日）コロナキャトボウル金沢 

◇予選会       実施予定なし

【12】その他 

① 県連事務所に直通電話・ファックスが設置されました。 

 

 


