
石川県ボウリング連盟 

２月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０２２年２月８日（火）ＰＭ７:３０ レジャーランボウル藤江店

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

    男子 １８チーム・女子 ８チームが参加。                        （男女１位 北國新聞写真掲載） 

  ◇ 男子  第１位 金沢ホープＡ （千木 正直・大城 康弘・太田 一哉・東  秀雄） ２,４９２（２回目） 
      第２位 秀峰クラブ  （朝山 遥紀・安村  響・中田 勝広・川﨑 拓也） ２,４１７ 
      第３位 リゾートＡ  （旭  真吾・本田多久斗・西村 隆政・堂前 秀雄） ２,３９１ 
      第４位 ビッグクラブＢ（前田 良一・斉藤 孝雄・川上 秀則・金子 大三） ２,３８４ 
      第５位 ハンタ－   （結城 英明・高本  一・高根 睦広・林  康平） ２,３３５ 
      第６位 リゾートＢ  （新保 康夫・小西  修・山崎  勉・車 富記雄） ２,３３５ 
      Ｈ／Ｇ 秀峰クラブ  （朝山 遥紀・安村  響・中田 勝広・川﨑 拓也）   ８８７ 
      Ｈ／Ｓ 金沢ホープＡ （千木 正直・大城 康弘・太田 一哉・東  秀雄） ２,５５７ 

  ◇ 女子  第１位 中央支部Ｂ  （泉  洋子・中村 晃子・前田恵里子・三浦 啓子） ２,２３９ 
      第２位 金沢ホープ  （小原 和美・千木 美鈴・吉田 知花・吉田 美咲） ２,２２１ 
      第３位 中央支部Ａ  （北田 智美・打屋 知子・久本 安子・音地 豊子） ２,１６９ 
      第４位 ハンタ－   （河村 里穂・角見歩乃花・平林 幸子・中村 邦子） ２,１５６ 
      第５位 中央支部Ｃ  （野村 美羽・市田 彩華・野村 友美・荘司結紀子） ２,１０１ 
      第６位 能登支部   （渡辺外志子・木村 厚子・大工千加子・松谷 博美） ２,０７８ 
      Ｈ／Ｇ 金沢ホープ  （小原 和美・千木 美鈴・吉田 知花・吉田 美咲）   ８１４ 

Ｈ／Ｓ 金沢ホープ  （小原 和美・干木 美鈴・吉田 知花・吉田 美咲） ２,２８９

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

    ２チームが参加。 
  ◇予選 Ａ組    ９位 ラウンドワン金沢クラブ  （松下 惠・米田有希・西島幸斗・吉田龍世・山本太陽） ７,８０９ 
      Ｂ組 １４位 百万石リゾートレーンクラブ（旭 真吾・西村隆政・前田知一・中川達也・深田幹基） ７,４３３

【３】第３９回全日本実業団都市対抗選手権大会 結果      １月２８～３０日 神奈川県 川崎グランドボウル 

    不参加。

【４】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 

監  督：飴谷  暢（選手兼任） 
   ◇１０才代：男子＝安村  響・宮谷 拓海・河内 唯斗 
         女子＝市田 彩華・吉田 美咲・野村 美羽 
   ◇３０才代：男子＝西嶋 幸斗・大城 康弘 
   ◇４０才代：男子＝野村  潤 
   ◇６０才代：男子＝飴谷  暢 

【５】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。 

【６】令和３年度北陸三県競技大会について           3 月 5～6 日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

  監 督：竹田 源作（選手兼任） 

 ◇２人チーム戦（各組投球順） 

男 子（Ａ）泉  真也－藤田 朝人  （Ｂ）平下 達也－中野 幸一  （Ｃ）渡邊 元造－清水 正弘 
      （Ｄ）中倉 啓太－田中 椋也  （Ｅ）山森 正治－大原 啓三  （Ｆ）永山 順一－野村  潤 
      （Ｇ）大城 康弘－東  秀雄  （Ｈ）田中 信一－太田 一哉  （Ｉ）山本 太陽－吉田 龍世 
      （Ｊ）安村  響－河内 唯斗  （Ｋ）飴谷  暢－竹田 源作  （Ｌ）大岩  茂－高根 睦広 
      （Ｍ）車 富記雄－西川外志雄  （Ｎ）新保 康夫－本田多久斗  （Ｏ）林  邦治－西村 政隆 
      （Ｐ）大丸谷 悟－亀田 芳彰  （Q）山出 浩之－松浦  弘  （Ｒ）脇坂 裕貴－岡水 博志 
      （Ｓ）高尻 純一－塚  良雄  （Ｔ）渡辺 正広－端山 祐司 

   女 子（Ａ）野村 友美－荘司由紀子  （Ｂ）野村 美羽一角見歩乃花  （Ｃ）吉田 美咲一奥村 一世 
      （Ｄ）吉田 知花－小原 和美  （Ｅ）米田 有希－松下  惠  （Ｆ）塚本 詩織－平林 幸子 
      （Ｇ）横山 小枝－大丸谷智子  （Ｈ）岡  里美－中村 邦子  （Ⅰ）松谷 博美－大工千加子 
      （Ｊ）小西 寛子－木村 厚子



◇４人チーム戦（各組投球順） 
男 子（Ａ）泉  真也－平下 達也－中野 幸一－藤田 朝人 （Ｂ）渡邊 元造－清水 正弘－中倉 啓太－田中 椋也 

     （Ｃ）山森 正治－大原 啓三－永山 順一－野村  潤 （Ｄ）大城 康弘－束  秀雄－田中 信一－太田 一哉 
     （Ｅ）安村  響－河内 唯斗－山本 太陽－吉田 龍也 （Ｆ）飴谷  暢－竹田 源作－大岩  茂－高根 睦広 

（Ｇ）車 富記雄－西川外志雄－新保 康夫－本田多久斗 （Ｈ）林  邦治－西村 隆政－大丸谷 悟－亀田 芳彰 
     （Ｉ）山出 浩之－松浦  弘－脇坂 裕貴－岡水 博志 （Ｊ）高尻 純一－塚  良雄－渡辺 正広－端山 祐司 

  女 子（Ａ）野村 友美－野村 美羽－角見歩乃花－荘司由紀子 （Ｂ）吉田 美咲－奥村 一世－吉田 知花－小原 和美
（Ｃ）米田 有希－松下  惠－塚本 詩織－平林 幸子 （Ｄ）横山 小枝－大丸谷智子－岡  里美－中村 邦子 

     （Ｅ）松谷 博美－大工千加子－小西 寛子－木村 厚子 

【７】２０２１年度 石川県個人選手権大会について             ３月１３日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。

【８】文部科学大臣杯 第５９回 全日本選手権大会について    ３月１８～２１日 愛知県 稲沢グランドボウル 

    選考中。 

【９】第７回 石川県シニア選手権大会について               ３月２０日 百万石リゾートレーン 

    協議済み。

【10】第３２回 石川県実業団競技会 
   兼 経済産業大臣杯 第４８回 全日本実業団産業別選手権大会県予選について 4 月３日 百万石リゾートレーン 

    実業団部に一任。

【11】第４８回 石川県２人チーム選手権大会について             ４月１７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３Ｇ（レーンチェンジ なし）  

         小学生に２０点・中学生に１０点のハンディキャップを与える。 

    ◇褒 賞 男女別３位まで。 

    ◇参加費 予選１チーム７,２００円。（１人・３,６００円、ジュニア３,１００円） 決勝３,０００円。 

    ◇申込み ４月９日（土）締切り。

【12】各リーグの次回日程 

◇石川ボウリングリーグ  ⑧ 3 月 27 日（日）レジャーランボウル藤江【最終節】 次年度開幕 7 月 31 日（日）百万石リゾートレーン 

◇実業団リーグ       終 了                       次年度開幕 5 月 15 日（日）百万石リゾートレーン 

◇シニアリーグ      ⑩ 2 月 20 日（日）百万石リゾートレーン 【最終節】 次年度開幕 4 月 24 日（日）コロナキャトボウル金沢 

◇予選会         未 定

【13】その他 

 「大会参加に当たって」 

  ＪＢＣ主催大会は、行政からの中止要請を応諾しない限り開催される予定です。 

  申込み締切り後、個々の理由により「参加辞退」した場合は、ＪＢＣ決定事項により、納付した参加費等の返却はありません。 

  新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドラインを遵守し、個々の責任で申込をお願います。

 


