
石川県ボウリング連盟 

３月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０２２年３月８日（火）ＰＭ７:３０ レジャーランボウル藤江店

【１】ＪＢＣ会長杯 第３７回 全日本年齢別選手権大会 結果   ２月１１～１３日 三重県 津グランドボウル 

    １９歳以下：男子３ 女子３、３０歳代：男子２、４０歳代：男子１、６０歳代：男子１名 参加。 

  ◇３０歳代男子 第６位 西嶋 幸斗  ２,６６５

【２】第４７回 石川県実業団選手権大会（１８チーム参加）結果     ２月１３日 百万石リゾートレーン 

 ◆２人チーム戦  第１位 久世ベローズエ業所Ａ（河合 昭彦・脇坂 裕貴）  ４,１３６（4回目・北國新聞掲載） 

          第２位 久世ベローズエ業所Ｂ（松浦  弘・田中 智之）  ３,８０３ 

          第３位 実業団ＯＢクラブＡ （堂前 秀雄・岩本 清兼）  ３,７９８ 

          第４位 金沢市役所Ａ    （中倉 啓太・清水 正弘）  ３,７８５ 

          第５位 コマツ粟津工場Ａ  （島崎健太郎・林  邦治）  ３,７３３ 

          第６位 澁谷工業      （永原  到・新保  隆）  ３,７１５ 

          Ｈ／Ｇ 久世ベローズエ業所Ａ（河合 昭彦・脇坂 裕貴）    ５２１ 

Ｈ／Ｓ 久世ベローズエ業所Ａ（河合 昭彦・脇坂 裕貴）  １,４２９ 

 ◆選手権者決定戦 第１位 脇坂 裕貴     （久世ベローズエ業所）    ２,７７８ 

          第２位 清水 正弘     （金沢市役所）        ２,６７５ 

          第３位 吉田 伸也     （金沢市役所）        ２,６２９ 

          第４位 東  秀雄     （津田駒工業）        ２,５７４ 

          第５位 河合 昭彦     （久世ベローズエ業所）    ２,５５７ 

          第６位 堂前 秀雄     （実業団ＯＢクラブ）     ２,５５１ 

          Ｈ／Ｇ 永山 順一     （北國銀行）           ２９０ 

          Ｈ／Ｓ 脇坂 裕貴     （久世ベローズエ業所）      ７７２

【３】令和３年度 北陸三県競技大会 結果（男子４０名・女子２０名参加） ３月５～６日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

 ［男子］◇２人チーム戦 第２位 石川Ｏ（林  邦治・前 田知一）             ２,４７５ 

             第３位 石川Ｒ（脇坂 裕貴・岡水 博志）             ２,４７１ 

     ◇４人チーム戦 第１位 石川Ｂ（渡邊 元造・清水 正弘・中倉 啓太・田中 椋也） ４,９１９ 

             第３位 石川Ｃ（山森 正治・大原 啓三・永山 順一・野村  潤） ４,６４６ 

     ◇個人総合   第１位 田中 椋也                        １,３３５ 

             第２位 前田 知一                        １,２９４ 

             第４位 渡迩 元造                        １,２８９ 

             第５位 脇坂 裕貴                        １,２７６ 

     ◇ハイケーム      田中 椋也・岡水 博志                    ２７９ 

     ◇ハイシリーズ     田中 椋也                          ７４５ 

 ［女子］◇２人チーム戦 第３位 石川Ｇ（横山 小枝・大丸谷智子）             ２,２３９ 

     ◇４人チーム戦 第１位 石川Ｅ（松谷 博美・大工千加子・小西 寛子・木村 厚子） ４,５６２ 

             第２位 石川，（横山小枝・大丸谷智子・岡 里美・中村 邦子）   ４,３２５ 

     ◇個人総合   第２位 奥村 一世                        １,１７１ 

             第３位 横山 小枝                        １,１４８ 

             第６位 大丸谷智子                        １,０６２ 

     ◇ハイゲーム      吉田 美咲                          ２４６ 

     ◇ハイシリーズ     小西 寛子                          ６７１

【４】令和３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。

【５】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 

監督：小西 寛子（選手兼任） 

選手：男子＝安村 響・山本 太陽・宮谷 拓海・河内唯斗・田中 智之・中倉 啓太（６人チーム戦 投球順） 

     女子＝市田彩華・野村 美羽・角見歩乃花・吉田美咲・松下  惠・小西 寛子（６人チーム戦 投球順）



【６】２０２１年度シニアリーグ 結果 （４月～２月 第１１節） 

    （順位）   （氏名）        （トータルピン）（ポイント）（ゲーム数）（アベレージ）   （ＨＧ） （ＨＳ） 

    第１位  魚  雅章   １４,５０７ ４３０  ６６  ２１５.１  ２６９ ７４５ 
    第２位  東  秀雄   １４,２０７ ４４５  ６６  ２０７.８  ２６７ ７１４ 

    第３位  塩本  靖   １４,０３２ ４２５  ６６  ２０６.２  ２７９ ６８２ 

    第４位  岩本 清兼   １３,９４７ ４３０  ６６  ２０４.８  ２５８ ６６８ 

    第５位  前田 良一   １３,７２０ ４１０  ６６  ２０１.７  ２５８ ７１７ 

    第６位  太田 一哉   １３,６３４ ４５５  ６６  ２０１.１  ２５７ ６９１ 

    第７位  西村 隆政   １３,００１ ３３０  ６６  １９７.５  ２５８ ６６４ 

    第８位  仲島 安昭   １３,５０３ ３７０  ６６  １９６.１  ２６５ ７２０ 

    第９位  塚  良雄   １３,４５２ ４１０  ６６  １９４.０  ２６０ ６８６ 

    第 10位  車 富記雄   １３,３６８ ３８５  ６０  ２０１.２  ２６５ ６６４ 

    Ｈ／Ｇ  ◇男子 田中 信一 ３００  ◇女子 大丸谷智子 ２６６ 

    Ｈ／Ｓ  ◇男子 魚  雅章 ７４５  ◇女子 岡  里美 ６６５ 

    全参加者：泉  真也・岩本 清兼・魚  雅章・太田 一哉・久本 安子・斉藤 孝雄・塩本  靖 

    （19名）  大丸谷 悟・大丸谷智子・高野由紀子・塚  良雄・出口 洋征・仲島 安昭・永原  到 

         中村 邦子・西村 隆政・東  秀雄・前田 良一・前出 雅裕

【７】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。

【８】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 

    実業団部一任。

【９】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 

    本大会を第５８回東日本選手権大会の県予選とする。      

【10】NHK 杯 第５５回 全日本選抜選手権大会について   ５月１３～１５日 埼玉県 新狭山グランドボウル 

    未 定。 

【11】ゆーりんピック２０２２                ５月１４～１５日 レジャーランボウル藤江店 

    試合要項等は、各センターに掲示 及び 県連ホームページに掲載予定。 

【12】第３９回 北信越都市対抗選手権大会について  ５月２１～２２日 福井県 スポーツプラザＷＡＶＥ４0 

 試合要項など未着につき未定。 

【13】第７７回 国体県予選について 

 【Ｉ】５月１４日（土）リゾート  【Ⅱ】６月４日（土）コロナ  【Ⅲ】６月１１日（土）クァトロ 

    試合要項等は、各センターに掲示 及び 県連ホームページにも掲載予定。 

【14】経済産業大臣杯 第４８回 全日本実業団産業別選手権大会について ５月２７～２９日 三重県 津グランドボウル 

    実業団部に一任。 

【15】文部科学大臣杯 第４６回 全日本中学選手権大会県予選について      ５月２９日 レジャーランボウル藤江 

    参加希望選手は、県連事務所に直接に申込を行ってください。 

【16】各リーグの次回日程 

◇ 石川ボウリングリーグ ⑧ ３月２７日 レジャ-ランボウル藤江（最終節） ① ７月３１日 百万石リゾートレーン 
◇ 実業団リーグ     ① ５月１５日 百万石リゾートレーン 
◇ シニアリーグ     ① ４月２４日 コロナキャットボウル金沢 

◇ 予選会          未 定 

【17】その他 


