
石川県ボウリング連盟 

４月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０２２年４月１２日（火）ＰＭ７:３０ レジャーランボウル藤江店 

【１】２０２１年度（第 47回）石川県個人選手権大会 結果     ３月１３日 百万石リゾートレーン 
 男子 24名 女子 6名 参加 

 ◆男子 第１位 西嶋 幸斗（ゴリラーズ）    ２,１１１（初優勝 新記録 北國新聞写真掲載） 

     第２位 前田 知一（加南支部）     ２,０７３  第６位 中倉 啓太（金沢市役所）  １,８５７ 

     第３位 川﨑 拓也（秀  峰）       ２,０１９  Ｈ／Ｇ 西嶋 幸斗（ゴリラーズ）    ２７５ 

     第４位 河合 昭彦（久世ベローズ工業所）１,９４１  Ｈ／Ｓ 西嶋 幸斗（ゴリラーズ）    ７２４ 

第５位 田中 智之（久世ベローズ工業所）１,８５８ 

 ◆女子 第１位 野村 美羽（金沢市立工業高校） １,７３１（初優勝 北國新聞写真掲載） 

     第２位 横山 小枝（白  鳳）     １,６９１  第６位 角見歩乃花（ハンター）   １,５８９ 

     第３位 奥村 一世（金沢市役所）    １,６５０  Ｈ／Ｇ 横山 小枝（白  鳳）     ２４５ 

     第４位 市田 彩華（金沢Ｊクラブ）   １,６４４  Ｈ／Ｓ 横山 小枝（白  鳳）     ６１９ 

     第５位 河村 里穂（ハンター）     １,６３１

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

  男子６名 女子６名 参加 

【３】第７回 石川県シニア選手権大会 結果             ３月２０日 百万石リゾートレーン 
  男女 37名 参加  決勝トーナメント方式 

    第１位 魚  雅章（実業団部）（初優勝 全日本シニア選手権大会参加資格獲得 北國新聞写真掲載） 

    第２位 大岩  茂（中央支部）（全日本シニア選手権大会参加資格獲得） 

    第３位 河合 昭彦（久世ベローズ工業所） 

    Ｈ／Ｇ   ◇男子 魚 雅章（実業団部）   ２６９  ◇女子 大丸谷智子（加南支部） ２２１ 

    Ｈ／Ｓ   ◇男子 魚 雅章（実業団部）   ６７７  ◇女子 大丸谷智子（加南支部） ６０１ 

    高齢者表彰 ◇男子 金子大三（トナミ運輸金沢）８１歳  ◇女子 大丸谷智子（加南支部） ７５歳 

【４】２０２１年度 石川ボウリングリーグ成績 （７月～３月第８節） 

  （順位） （チーム名）    （勝点） （スコア） 

第１位 ハンターＡ   ６９.０ ３７,６５１（2 年連続 4 回目 北國新聞写真掲載） 

第２位 金沢ホープＡ  ５１.０ ３６,５６５    第 11位 リゾートＡ   ３７.５ ３４,５２０ 

第３位 ビッグ     ５０.５ ３５,７０１    第 12位 金沢ＪクラブＢ ３７.０ ３４,７５７ 

第４位 金沢ＪクラブＡ ５０.０ ３６,４４５    第 13位 リゾートＢ   ３６.５ ３４,３０２ 

第５位 漣Ｂ      ４８.０ ３４,８１０    第 14位 金沢ホープＣ  ３４.０ ３５,１０４ 

第６位 ハンターＢ   ４８.０ ３４,７３２    第 15位 ゴリラーズ   ３０.０ ３３,１４３ 

第７位 漣Ａ      ４２.５ ３４,３０１    第 16位 栄光      ２９.０ ３２,３８３ 

第８位 白鳳      ３９.０ ３４,８６４    第 17位 ダッグルズ   ２８.０ ３２,７９４ 

第９位 ＡＣＴ・ＯＮＥ ３９.０ ３４,０７４    第 18位 銀河      ２７.０ ３３,３３３ 

第 10位 秀 峰       ３８.０ ３４,５６７    第 19位 金沢ホープＢ  ２６.０ ３３,１０５ 

 ◇個人成績（４０Ｇ以上消化 Ave.順 上位 10位） 
第１位 東  秀雄（ホープ）   224.02   第５位 吉田 伸也（銀河） 218.20   第９位 河村 里穂（ハンター）213.54 

第２位 中村 邦子（ハンター）223.93   第６位 畠  健治（金沢Ｊ）216.79   第 10 位 市田 彩華（金沢Ｊ） 213.37 

第３位 脇坂 裕貴（ハンター）222.49   第７位 大丸谷智子（白鳳） 216.79 

第４位 魚  雅章（金沢Ｊ）   218.33   第８位 太田 一哉（ホープ）214.05 

【５】県連会長杯 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 結果   ４月３日 百万石リゾートレーン 

第１位 久世ベローズエ業所Ａ（河合 昭彦・脇坂 裕貴・田中 智之 ）      ５,６９７（３回目 北國新聞写真掲載） 

第２位 金沢市役所Ｂ    （吉田 伸也・白木  武・清水 正弘 ）      ５,６１４ 

第３位 実業団ＯＢクラブＡ （堂前 秀雄・荘司結紀子・岩本 清兼 ）      ５,５９８ 

第４位 金沢市役所Ａ    （奥村 一世・平下 達也・中倉 啓太 ）      ５,５５１ 

第５位 実業団ＯＢクラブＣ （池田ひとみ・三林 俊一・永山 順一・中嶋 修一） ５,５０３ 

第６位 トランテックスＡ  （松本 英将・牧田 興紀・山本 青空 ）      ５,４０３ 

Ｈ／Ｇ 久世ベローズエ業所Ａ（河合 昭彦・脇坂 裕貴・田中 智之 ）        ７５１ 

Ｈ／Ｓ 久世ベローズエ業所Ａ（河合 昭彦・脇坂 裕貴・田中 智之 ）      １,９６９  



【６】第４８回 石川県２人チーム選手権大会 兼 
第５８回 東日本選手権大会の県予選について                   ４月１７日 百万石リゾートレーン 

協議済み  男子 39チーム 女子 16チーム 参加予定 

【７】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 

    野村 美羽（市工）、河内 唯斗（中央支部）派遣予定。有資格者で参加希望選手は早急に申し出て下さい。

【８】ゆーりんビック２０２２について                     ５月１４～１５日 レジャーランボウル藤江 

    協議済み。 

【９】第７７回 国民体育大会（いちご一会とちぎ国体）第４３回 北信越国体県予選について 

 【成年の部】【Ｉ】５月１４日（土）リゾートレーン【Ⅱ】６月４日（土）コロナキャット【Ⅲ】６月１１日（土）クァトロブーム 

    ◇競技方法   各会場８Ｇ（２G毎にレーンチェンジ）計２４Ｇの上位男女４名を県代表とする。 

    ◇集合・開始  ①午後６時４５分レーン抽選。 ②７時００分スタート。 

    ◇参加費    １３,０００円。（初回に納入のこと） 

  ◇参加資格   ２０２２年度全日本ボウリング協会の登録会員であること。 

    ◇申込締切   ５月７日（土）所定の申込用紙に全て記入のうえ、申し込むこと。 

    ◇その他    ６月１１日終了後、代表選手の打ち合わせ会を行います。 

 【少年の部】 【Ｉ】４月２３日（土）レジャーランボウル 【Ⅱ】５月２８日（土）リゾートレーン 

    ◇競技方法   各会場６Ｇ 計１２Ｇの上位男女各２名を北信越国体の強化選手とする。 

    ◇集合・開始  ①午前９時００分集合完了。 ②９時３０分スタート。 

    ◇参加資格   ＪＢＣ会員で１８歳未満の者。（中学３年生可） 

    ◇参加費    ２,０００円。（初回に納入のこと） 

◇申込締切   ４月９日（土）までに、申込用紙に記入の上、県連又は部顧問に申し込むこと。 

【10】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 

     未 定。 

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

     実業団部 一任 

【12】第４６回 全日本中学選手権大会県予選について 

     協議済み。 

【13】第３４回オールジャパンレディストーナメントについて            ６月３～５日 東京都 平和島スターボウル 

     参加希望選手は、県連まで申し出て下さい。 

【14】第３１回 いしかわスポレク交流大会 シニアボウリング大会について          ６月５日 レジャーランボウル藤江 

 ◇会  場 ： 金沢市藤江南２－１０５ レジャーランボウル  電話０７６－２６６－３３３３ 

 ◇受付開始 ： 受付９：００～９：４０。 競技１０：００～１２：３０。 

 ◇競技方法 ： 男女別個人戦３Ｇの合計点による。４月１日現在の年齢で次のハンディを与える。 

      ６５－６９歳→５点、７０－７４歳→１０点、７５－７９歳→１５点、８０－８４歳→２０点（８５以上＋5点） 

 ◇参加資格 ： ６０歳以上の石川県に在住の者。 

 ◇参加費 申込：  １人７００円。５月２９日（日）締切。 

 申込用紙はレジヤラン３階の県連事務局前。（Ｆａｘ可＝０７６－２５４－６３９４） 

 ◇表  彰 ： 男女別１～３位に賞状及び副賞。７５歳以上にスポレク賞。 

 ◇その他  ： 注意・コロナ感染防止のため、競技中はマスク着用のこと。 

【15】第５５回全日本シニア選手権大会について                ６月１７～１９日 愛知県 稲沢グランドボウル 

 未 定。 

【16】第５８回 東日本選手権大会について                    ６月２４～２６日 栃木県 足利スターレーン 

 未 定。 

【17】各リーグ・予選会の次回日程 
◇ 石川ボウリングリーグ  ① ７月３１日 百万石リゾートレーン     ② 9月 25日（日） レジャーランボウル藤江 
◇ 実業団リーグ      ① ５月１５日 百万石リゾートレーン     ② 6月 12日（日） レジャーランボウル藤江 
◇ シニアリーグ      ① ４月２４日 コロナキャットボウル金沢   ② 5月 29日（日） レジャーランボウル藤江 

◇ 予選会         7月以降 開始 

【18】その他 

① ２０２２年３月１６日付「ＪＢＣ通達」 

ＪＢＣ公認競技会で「Storm 社製 Specterボウル」の認証取消しにより使用不可となりました。各自、確認願います。 

② ２０２２年４月から「石川県体育協会」が「石川県スポーツ協会」に改称されました。 

 


