
石川県ボウリング連盟 

６月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０２２年 6月１4日（火）ＰＭ７:３０ レジャーランボウル藤江店

【１】石川県ボウリング連盟 令和４年度定期総会 報告 

◇ ５月１８日（水）午後７：００～ 高田産業会議室（金沢市長田 2丁目 4－8 際の庭ホテル隣り） 

  ◇ 出 席：高田会長・北川副会長・榎本理事長・竹田（與）副理事長・廣岡副理事長 

        常務理事：石谷・亀田・竹田（源）・永山・前田・横川・渡辺（正）、監査：広瀬 

        評議員 ：清水・高根・濱谷・渡辺（外） 

  ◇議 事：① 令和３年度事業報告・決算報告・監査報告 … 承 認 

       ② 令和４年度事業計画・予算案       … 承 認 

  ③ その他

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

    男子１名・女子１名が参加。

【３】ゆ－りんピック２０２２ 結果              ５月１５日 レジャーランボウル藤江 

◇２人チーム戦 第１位 石川Ａ（東 秀雄・中村邦子） １,７８８  第４位 金沢市 （太田礼子・太田一哉）  １,６３４ 
第２位 小松市（川畑照雄・大丸谷智子）１,６８５  第５位 野々市市（津田吉哲・岡 里美）  １,６１０ 

         第３位 羽咋市（野口 覚・西住昭真） １,６３４  第６位 かほく市（高野由紀子・塩本 靖） １,５５７ 
 ◇男子個人戦  第１位 東 秀雄（金沢市） １,３２３ 第３位 津田吉哲（野々市市）１,２４８ 第５位 塩本 靖（かほく市）  １,２１１ 

    60 歳以上    第２位 太田一哉（金沢市） １,２７５ 第４位 川田一久（志賀町）   １,２１７ 第６位 小原 照雄（白山市） １,１９４ 

  （５９歳以下）   第１位 山口雅広（能美市） １,１４４ 

 ◇女子個人戦  第１位 中村邦子（津幡町） １,４５７ 第３位 前田恵里子（金沢市）１,１１０ 第５位 浜田澄子（志賀町）   １,００１ 

   60 歳以上   第２位 大丸谷智子（小松市）１,４４９  第４位 岡 里美（野々市市） １,０９２  第６位 高野由紀子（かほく市）９８９ 
 ◇最高齢者賞  男 子：織田清次郎（８３歳・野々市市） 女 子：中村 邦子（７９歳・津幡町）

【４】第３９回 北信越都市対抗選手権大会 結果 ５月２１～２２日 福井県 スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 
   １６チーム男女６４名が参加。（４人チーム・決勝トーナメント） 

◇ 団休戦 第１位 金沢市Ａ（中田 勝弘・朝山 遥紀・川﨑 拓也・田中 智之） 

           第２位 金沢市Ｄ（林  康平・吉田 美咲・中倉 啓太・奥村 一世） 

           第３位 七尾市Ａ（木村 厚子・松谷 博美・岡水 博志・仲島 安昭） 

◇ 個人ハイケーム 渡邊 元造（金沢市） ２６７

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

６チーム参加 

◇決勝大会   第９位 金沢市役所    （中倉 啓太・奥村 一世・清水 正弘・平下 達也） ３,７６４ 

6G×3      第 10位 久世ベローズエ業所（河合 昭彦・脇坂 裕貴・田中 智之・松浦  弘） ３,７３０ 

第 17位 津田駒工業    （野村  潤・北川 裕二・東  秀雄）       ３,４９７ 

第 22位 実業団ＯＢクラブＡ（堂前 秀雄・益田  彰・岩本 清兼）       ３,３４０ 

◇部門大会 Ａ部門  第２位 金沢市役所  （中倉 啓太・奥村 一世・清水 正弘・平下 達也）     ７,４１４ 

12G×3   Ｂ部門 第６位 実業団ＯＢクラブＡ（堂前 秀雄・益田  彰・岩本 清兼）         ７,１２３ 

Ｄ部門  第５位 久世ベローズエ業所（河合 昭彦・脇坂 裕貴・田中 智之・松浦  弘） ７,３７１ 

第６位 津田駒工業（野村  潤・北川 裕二・東  秀雄） ７,３５１ 

チームＨ／Ｇ 久世ベローズエ業所 ７８０  Ｈ／Ｓ 久世ベローズエ業所 ２,０９５ 

個 人Ｈ／Ｓ 脇坂 裕貴（久世ベローズエ業所）７５６

【６】文科大臣杯 第４６回 全日本中学生選手権大会県予選 結果  ５月２９日 レジヤーランボウル藤江 
◇男子 第１位 角見 優仁 １,１４４  第２位 安村 涛音 ８５１ 
◇女子 第１位 吉田 知花 １,１６４  第２位 松井 由実 ９１７ 

【７】令和４年度 石川県高校総体 結果            ６月２～３日 百万石リゾートレーン 

  ◇男子    第１位  金沢龍谷Ａ      ２,１８４  第３位 小松工業Ｄ   ２,００６     第５位 小松工業Ａ    １,７４０ 

    ２人チーム戦   第２位  金沢伏見Ａ  ２,１４８  第４位 小松工業Ｅ   １,８０５      第６位 小松工業Ｃ   １,７３８ 

  ◇男子   第１位  安村 響（明倫） １,３１０  第３位 松本健斗（伏見）１,２０１      第５位 寺崎 哲心（伏見）１,０２０ 

   個人戦   第２位  河内唯斗（龍谷） １,２８０  第４位 南 心澄（小工）１,１１８    第６位 横井 楓（小工）   ９８９ 

  ◇男子   第１位  安村 響（明倫） ３,１８７  第３位松本健斗（伏見）   ３,０４５    第５位 角浦 諒（小工）  ２,５９８ 

   個人総合   第２位  河内唯斗（龍谷） ３,１２６  第４位 南 心澄（小工）２,６５５    第６位 横井 楓（小工）   ２,４２０



◇女子  第１位 金沢龍谷 ２,２１９    第２位 金沢伏見Ａ １,４５２    第３位 金沢伏見Ｂ １,３５１ 
   ２人チーム戦 

  ◇女子  第１位 米田衣澄（龍谷）１,１９１  第２位 吉田美咲（龍谷）  １,１６１   第３位 角見歩乃花（宝達）１,１４２ 
   個人戦 
  ◇女子  第１位 米田衣澄（龍谷）３,０２２  第２位 角見歩乃花（宝達）２,７７３   第３位 吉田美咲（龍谷） ２,７６４ 
   個人総合 

【８】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 結果 ６月５日 レジャーランボウル 

◇男子 第１位 織田清次郎（野々市市） ６９８   第４位 福島 定雄（七尾市）  ６２５（北國新聞写真掲載） 
      第２位 堂本  広（白山市）  ６５５   第５位 高根 睦広（金沢市）  ６１４ 

      第３位 菊谷   準（金沢市） ６５２   第６位 針田  学（野々市市） ５９５ 

◇女子 第１位 金田三枝子（金沢市）  ５６９   第４位 林  啓子（能美市）  ４９３（北國新聞写真掲載） 

      第２位 前田 令子（志賀町）  ５１８   第５位 田中外美子（白山市）  ４８３ 

      第３位 住井美津子（金沢市）  ５１７   第６位 太田 礼子（金沢市〉  ４８２

【９】第４３回 北信越国体 県予選 結果             ４月２３日～６月１１日 ４会場 

◆ 少年の部 男子＝安村  響 ２,３５１  河内 唯斗 ２,３７３ 

 女子＝吉田 美咲 ２,１０６  野村 美羽 ２,０９４ 
◆ 成年の部 男子＝田中 椋也 ５,１８２  山本 青空 ５,１２３  山本 太陽 ５,１２１  脇坂 裕貴 ５,０８３ 

女子＝奥村 一世 ４,４４８  横山 小枝 ４,４３６  松谷 博美 ４,３９５  小西 寛子 ４,３２１

【10】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 
     協議済み。 

【11】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 
     協議済み。

【12】第４３回 北信越国体について     ７月２２～２４日 福井県 スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 

  石川県選手団【少年男子】   監督 ： 不和 紘平 

                選手 ： 河内 唯斗・安村  響 

         【少年女子】 監督 ： 今川  徹 

                選手 ： 吉田 美咲・野村 美羽 

         【成年男子】 監督 ： 渡辺 正広 

                選手 ： 田中 椋也・山本 青空・山本 太陽・脇坂 裕貴 

         【成年女子】 監督 ： 竹田 源作 

                選手 ： 奥村 一世・横山 小枝・松谷 博美・小西 寛子

【13】文科大臣杯 第４６回 全日本中学校選手権大会について ７月２５～２７日 京都府 キョーイチボウル宇治 

  未 定。

【14】文科大臣杯 第４６回 全日本高校選手権大会について  ８月３～４日 愛知県 稲沢グランドボウル 

  高体連部に一任。 

【15】第７３回 石川県民体育大会について           ８月６～７日 百万石リゾートレーン 
  試合要項等は、各センター・県連ホームページに掲示。 

【16】第１２回 全日本小学生競技大会について        ８月６～７日 愛知県 稲沢グランドボウル 
推薦選手があれば、県連まで申し出て下さい。 

【17】第２２回 北信越シニア選手権大会について    ８月２７～２８日 新潟県 サウンドボウル見附店 
シニア部に一任

【18】各リーの次回日程 

◇ 石川ボウリングリーグ  ① 7月 31日（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 7月 10日（日）レジャーランボウル藤江   ② 8月 28日（日）百万石リゾートレーン 

◇ シニアリーグ      ④ 7月 17日（日）百万石リゾートレーン    ⑤ 8月 21日（日）クァトロブーム鹿島 

◇ 予選会           7月以降開始 

【19】その他


