
石川県ボウリング連盟 

１０月度 月例競技連絡会 (報 告） 

２０２２年１０月１１日（火）ＰＭ７:３０ レジャーランボウル藤江

【１】石川県実業団競技会 

兼 第５５回 全日本実業団選手権大会 石川県予選 結果     9 月 18 日 レジャーランボウル藤江 

 第 1 位 金沢市役所 A   （松原真珠・中村晃子・白木 武・中村和弘・中倉啓太）        ９,４４５ 

 第 2 位 金沢市役所 B   （吉田伸也・梅本秀一・平下達也・竹吉一洋・清水正弘）        ９,４１３ 

第 3 位 北陸電力石川   （木谷哲也・和泉佑耶・由水伸弥・濱谷雅弘・渡邊元造）        ９,２６１ 

第４位 実業団ＯＢクラブ（堂前秀雄・大原啓三・荘司由紀子・前野 茂・岩本清兼・益田  彰）  ９,１２３ 

第５位 トランテックス （松本英将・牧田興紀・谷下義之・小竹 宏・山本青空）         ９,１２３ 

第６位 石川県教職員  （前浜 伸・西住昭真・森田正秀・小島 勝・端山 祐司）        ８,９７０

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

   男子４、女子４名が参加。 

   ◇女子 選手権者決定戦 第２位 岡 里美 １,１３５（北國新聞 記事掲載）

【３】第５５回 全日本新人選手権大会県予選 結果       １０月１日 レジャーランボウル藤江 

   ◇成年男子 第 1 位 宮谷 拓海 1,280   第 2 位 牧田 清和 1,094 

   ◇少年女子 第 1 位 市田 彩華 1,319   第 2 位 北橋  瞳 1,168    

【４】第７７回 国民体育大会 結果           １０月５～１０日 栃木県 足利スターレーン 

   ◇少年男子 個人戦 決勝  第８位  河内 唯斗    １,７０４ 

◇成年男子 個人戦 決勝  第８位  脇坂 裕貴    １,８０５ 

   ◇成年男子・女子団体２人チーム戦  決勝進出ならず。 

◇成年男子・女子団体 4 人チーム戦  決勝進出ならず。

【５】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 

   監督：渡辺 正広（選手兼任） 

   選手：渡辺 正広・前田 知一・東  秀雄・前田 良一・西川外志雄・大岩  茂 

永原  到・大丸谷智子・中村 邦子・久本 安子・前田恵里子・魚  雅章 

岩本 清兼・河合 昭彦・藤田 朝人・大丸谷 悟・飴谷  暢・泉  真也 

谷口 浩和・岡  里美・髙野由紀子・泉  洋子

【６】第３９回 北信越地区選手権大会について  １0 月２9～３０日 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 

   監督：渡辺 正広（選手兼任） 

   男子：（Ａ)本田多久斗・車 富記雄 （Ｂ)谷口 浩和・大丸谷 悟 （Ｃ)島崎健太郎・林  邦治 

      （Ｄ)旭  真吾・亀田 芳彰 （Ｅ)林田 直樹・脇坂 裕貴 （Ｆ)大橋 久博・岡水 博志 

      （Ｇ)仲島 安昭・塚  良雄 （Ｈ)森田 正秀・渡辺 正広 （Ⅰ)羽場 真生・魚  雅章 

      （Ｊ)白木  武・清水 正弘 （Ｋ)山森 正治・大原 啓三 （Ｌ)永山 順一・野村  潤 

      （Ｍ)吉田 龍世・東  達也 （Ｎ)松原  睦・西嶋 幸斗 （Ｏ)牧田 興紀・河内 唯斗 

      （Ｐ)山本 太陽・山本 青空 （Ｑ)川﨑 拓也・田中 智之 （Ｒ)朝山 遥紀・中倉 啓太 

      （Ｓ)大城 康弘・林  康平 （Ｔ)松本 健斗・松本 英将 

   女子：（Ａ)岡  里美・大丸谷智子 （Ｂ)平林 幸子・中村 邦子 （Ｃ)多胡 仁美・松谷 博美 

      （Ｄ)木村 厚子・大工千加子 （Ｅ)吉田 美咲・小原 和美 （Ｆ)片岡 澄香・片岡 一世 

      （Ｇ)野村 美羽・高野由紀子 （Ｈ)横山 万実・横山 小枝 （Ⅰ)米田 衣澄・塚本 詩織 

      （Ｊ)小西 寛子・塚本絵里子 



【７】第５１回全国都道府県対抗選手権大会について   １１月３～６日 鹿児島県 サテライトゾーン 

    不参加 

【８】第５５回 全日本新人選手権大会について  １１月１１～１３日 山形県 山形ファミリーボウル 

    選考中 

【９】第５５回 全日本実業団選手権大会について １１月２５～２７日 埼玉県 新狭山グランドボウル 

    監 督：永山 順一（選手兼任） 

    出場チーム：金沢市役所 A   金沢市役所 B   北陸電力石川 

          実業団 OB クラブ トランテックス  石川県教職員 

【10】第４０回 全日本実業団都市対抗選手権大会県予選について １２月１１日 レジャーランボウル藤江 

実業団部に一任。 

【11】文科大臣杯 

       第２９回全国高等学校対抗選手権大会について          １２月２３～２５日 三重県 津グランドボウル 

          高体連部に一任。 

【12】各リーグの次回日程 

◇ 石川ボウリングリーグ ③ 11 月  6 日（日）レジャーランボウル藤江    ④ 11 月 27 日（日）百万石リゾートレーン 

◇ 実業団リーグ     ⑥ 11 月 20 日（日）コロナキャットボウル金沢 ➆ 1 月  8 日（日）百万石リゾートレーン 

◇ シニアリーグ     ⑤ 10 月 16 日（日）クァトロブーム鹿島      ⑥ 11 月 13 日（日）百万石リゾートレーン 

◇ 予選会         未 定 

【13】その他 

  第 51 回 全日本クラブ対抗選手権大会（2023 年 1 月 20～22 日 兵庫県 神戸六甲ボウル）について 

    参加希望に関して、各クラブ内で事前準備をお願いします。 


