
石川県ボウリング連盟 

８月度 月例競技連絡会 (報 告） 
２０２２年８月９日（火）ＰＭ７:３０ レジャーランボウル藤江店

【１】第４３回 北信越国体（第 77 回とちぎ国体地区予選）結果 ７月２２～２４日 福井県 スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 

成年男子・成年女子・少年男子・少年女子の４種別で国体出場権獲得。 

 ≪成年男子≫ ◇総 合 第２位 ５７点（1 位 福井 ７８点・３位 富山 ５４点・４位 長野 ２８点・5 位 新潟１７点） 

 ◇個人戦    第１位 山本 青空         １,２５５ 

                第８位 田中 椋也         １,１３３ 

        ◇２人チーム戦 第４位（山本 太陽・山本 青空〉  ２,２３９ 

                第５位（脇坂 裕貴・田中 椋也）  ２,２２２ 

        ◇４人チーム戦 第２位（脇坂 裕貴・山本 太陽・山本 青空・田中 椋也） ２,３２２ 

 ≪成年女子≫ ◇総 合 第１位 ６８点（２位 新潟 ６４点・３位 福井４５点・４位 長野 ３３点・5 位 富山２４点） 

        ◇個人戦    第４位 横山 小枝         １,０７９ 

                第６位 小西 寛子         １,０６１ 

        ◇２人チーム戦 第２位（横山 小枝・奥村 一世）  ２,１８２ 

                第４位（小西 寛子・松谷 博美）  ２,１２５ 

        ◇４人チーム戦 第１位（小西 寛子・松谷 博美・横山 小枝・奥村 一世） ２,１８６ 

≪少年男子≫ ◇総 合 第１位 ３７点（２位 長野２9 点・３位 富山２９点・４位 新潟１９点） 

       ◇個人戦    第１位 河内 唯斗        １,１０６ 

               第４位 安村 響           ９８４ 

       ◇団体戦    第１位（安村 響・河内 唯斗）    ２,１２９ 

≪少年女子≫ ◇総 合 第１位 ３９点（2 位 新潟３１点・３位 富山２６点・４位 長野１７点・５位福井１３点） 

       ◇個人戦    第１位 野村 美羽        １,０３９ 

               第２位 吉田 美咲        １,０３４ 

       ◇団体戦    第１位（野村 美羽・吉田 美咲 ）１,９４８

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

    ３名（角見 優仁、安村 澪音、吉田 知花）が参加。 

【３】ＪＯＣジュニアオリンックカップ 

   文科大臣杯 第４６回 全日本高等学校選手権大会 結果   ８月３～４日 愛知県 稲沢グランドボウル 

    男子：安村  響・河内 唯斗・松本 健斗・寺崎 哲心・横井  楓・南  心澄・角浦  諒 

    女子：米田 衣澄・吉田 美咲・角見歩乃花  計１０名参加。 

  ◇男子 決勝 第２３位 河内 唯斗（金沢龍谷） 

  ◇女子 決勝 第 ９  位 吉田 美咲（金沢龍谷） 

      Ｈ／Ｇ     吉田 美咲（金沢龍谷） ２８８ 

【４】第７４回 石川県民スポーツ大会 結果             ８月６～７日 百万石リゾートレーン 

    豪雨災害の影響により中止。 

【５】第１２回 全日本小学生競技大会 結果          ８月６～７日 愛知県 稲沢グランドボウル 

    2 名参加。 



【６】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 

  監督：渡辺 正広（選手兼任） 

     （チーム名） （２人チーム戦）    （チーム名） （２人チーム戦）     （チーム名） （２人チーム戦） 

  選手：（Ａ）西川外志雄・前田 知一 （Ｂ）大丸谷 悟・大丸谷智子 （Ｃ）中村 邦子・塩本  靖 

     （Ｄ）永原  到・魚  雅章 （Ｅ）前田 良一・岩本 清兼 （Ｆ）太田 一哉・東  秀雄 

     （Ｇ）前田恵里子・蔵野 博久 （Ｈ）岡  里美・高野由紀子 （１）久本 安子・細江 正吉 

     （Ｊ）安藤 和広・藤田 朝人 （Ｋ）小西真知子・大岩  茂 （Ｌ）泉  洋子・泉  真也 

     （Ｍ）仲島 安昭・竹田 源作 （Ｎ）渡辺 正広・渡辺外志子 

【７】第４４回 石川県３人チーム選手権大会について            ９月４日 百万石リゾートレーン 

     協議済み。 

【８】第５５回 全日本実業団選手権大会県予選について         ９月１８日 レジャーランボウル藤江 

     協議済み。 

【９】日本スポーツマスターズ２０２２岩手大会について    ９月２２～２５日 岩手県 盛岡スターレーン 

     協議済み。 

【10】第５５回 全日本新人選手権大会県予選について          ９月２５日 レジヤーランボウル藤江 

     協議済み。 

【11】第７７回 国民体育大会（いちご一会とちぎ国体）について １０月５～１０日 栃木県 足利スターレーン 

    石川県選手団 

    【成年男子】 監督：渡辺 正広   選手：田中 椋也・脇坂 裕貴・山本 青空・山本 太陽 

    【成年女子】 監督：竹田 源作   選手：小西 寛子・松谷 博美・横山 小枝・奥村 一世 

    【少年男子】 監督：普和 紘平   選手：河内 唯斗・安村  響 

    【少年女子】 監督：今川  徹   選手：野村 美羽・吉田 美咲 

【12】第１３回 東日本シニア選手権大会について        １０月２１～２３日 長野県 ヤングファラオ 

 未 定。 

【13】各リーグの次回日程 

◇ 石川ボウリングリーグ  ②  9 月 25 日（日）レジャーランボウル藤江   ③  10 月 30 日（日）コロナキャットボウル金沢 

◇ 実業団リーグ      ④  8 月 28 日（日）百万石リゾートレーン    ⑤  10 月 2 日（日）百万石リゾートレーン 

◇ シニアリーグ      ⑤  8 月 21 日（日）クァトロブーム鹿島     ⑤  9 月 11 日（日）コロナキャットボウル金沢 

◇ 予選会           未 定 

【14】その他 

① とちぎ国体４種別出場権獲得の健闘を称え、広岡唯夫 副理事長の「観戦と感想記」が北國新聞 地鳴り欄に 

   掲載されました。（７月３１日朝刊） 


