
【 石川県４人チーム選手権大会 】 
備 考：優勝回数は単一クラブのみを対象（平成６年決定事項） 

◇第 １回 記録なし 

◇第 ２回 記録なし 

◇第 ３回 記録なし 

◇第 ４回（１９７８年度） 昭和５４年 １月２１日  ジャンボボール 

男子 金 沢 Ａ  （高名 徳雄・井上 昭一・転正 喜一・今村  均）６,８２８ 

女子 石 川 Ａ  （中野 和美・斉藤加寿子・隈田加代子・石谷すず子）５,６９５ 

◇第 ５回（１９７９年度） 昭和５５年 １月２７日  ジャンボボール 

男子 倉庫精錬   （大原 啓三・宮島 一雄・宮村 俊夫・橋場 昭光）６,６５９ 初優勝 

女子 石 川 Ｃ  （堂谷美津江・池田 洋子・細川 一江・大崎 一子）５,６６４ 

◇第 ６回 記録なし 

◇第 ７回 記録なし 

◇第 ８回 記録なし 

◇第 ９回 記録なし 

◇第１０回（１９８４年度） 昭和６０年 １月２０日  ジャンボボール 

男子 白 鳳 Ａ  （大原 啓三・橋場 昭光・井上 昭一・川畑 照雄）６,８９４ 初優勝・新記録 

女子 石 川 Ｂ  （中野 和美・隈田加代子・野畠富士子・奥出千恵子）５,７６４ 新記録 

◇第１１回（１９８５年度） 昭和６１年 １月１９日  ジャンボボール 

男子 ダッグルズＡ （油  光清・中本 吉高・池野 栄良・村上  健）７,３４３ 初優勝・新記録 

女子 石 川 Ｂ  （猪又 幸子・野畠富士子・中野 和美・石谷すず子）６,００７ 新記録 

◇第１２回（１９８６年度） 昭和６２年 １月１８日  松任ボウル 

男子 松 任 Ａ  （徳田 信也・竹田 源作・吉田 治雄・端  輝夫）７,６１７ 新記録 

女子 石 川 Ｄ  （米田 淳子・中瀬とし子・福光 久子・坂本 敏子）６,１９９ 新記録 

◇第１３回（１９８７年度） 昭和６３年 １月１７日  百万石リゾートレーン 

男子 白 鳳 Ａ  （大原 啓三・山口 秀雄・松江 知一・川畑 照雄）７,３５９ ２回目 

女子 石 川 Ｅ（  中野 和美・吉村不二代・松林寿美恵・坂本 敏子）６,１８８ 

◇第１４回（１９８８年度） 平成 元年 １月１５日  ジャンボボール 

男子 ダッグルズＡ （池野 栄良・笠間 州造・油  光清・村上  健）６,９７７ ２回目 

女子 石 川 Ｂ  （八田 久子・細川 一江・室田 栄子・宮田 桂子）５,９３０ 

◇第１５回（１９８９年度） 平成 ２年 １月１４日  百万石リゾートレーン 

男子 秀 峰    （大保 新一・山本 敏久・松本 英将・米田 英次）６,９４１ 初優勝 

女子 石 川 Ｃ  （竹内 幸子・油  るり・渡辺外志子・米田 淳子）６,７１８ 新記録 

◇第１６回（１９９０年度） 平成 ３年 １月１３日  百万石リゾートレーン 

男子 ダッグルズＢ （中本 吉高・高田 秀夫・大保 新一・池野 栄良）７,１９８ ３回目 

女子 石 川 Ｂ  （竹内 幸子・池田 洋子・富永 良子・坂本 敏子）６,４３９ 

◇第１７回（１９９１年度） 平成 ４年 １月１９日  ジャンボボール 

男子 白 鳳 Ａ  （大原 啓三・宮岸 誠一・馬場 時則・川畑 照雄）７,０７２ ３回目 

女子 石 川 Ａ  （富永 良子・大沢 允子・油  るり・南出 恵子）６,１３７ 

◇第１８回（１９９２年度） 平成 ５年 １月１７日  ジャンボボール 

男子 ビッグ    （幸森 利昭・川上 秀則・西川 克一・前田 良一）７,０６２ 初優勝 

女子 石 川 Ｃ  （有田登美子・山崎 悦子・荒井外喜子・転正さおり）５,８５７ 

 



◇第１９回（１９９３年度） 平成 ６年 １月１６日  百万石リゾートレーン 

男子 澁谷工業   （篠原  正・神保  隆・横山  弘・山口 吉樹）７,１６２ 初優勝 

女子 栄 光 Ａ  （細川 一江・長谷川芳江・山崎 悦子・坂本 敏子）６,６３２ 初優勝 

◇第２０回（１９９４年度） 平成 ７年 １月１５日  ジャンボボール 

男子 ビッグ    （川上 秀則・前田 良一・三谷 俊行・金子 大三）６,８８０ ２回目 

女子 栄 光 Ａ  （島田 久子・石谷すず子・細川 一江・坂本 敏子）６,２３７ ２年連続２回目 

◇第２１回（１９９５年度〉 平成 ８年 １月１４日  ジャンボボール 

男子 ダッグルズ  （安田 昌樹・今川  徹・新保外喜雄・村上  健）６,９３０ ４回目 

女子 石 川 Ａ  （釣見裕起子・山本 君枝・有田登美子・長谷川芳江）６,２８３ 

◇第２２回（１９９６年度） 平成 ９年 １月１２日  百万石リゾートレーン 

男子 ダッグルズＡ （中村 亜樹・安田 昌樹・渡辺 元造・村上  健）７,２９８ ２年連続５回目 

女子 マンボウＡ  （新町 美雪・河上 麻紀・多賀万希子・乙丸美和子）６,５２８ 初優勝 

◇第２３回（１９９７年度） 平成１０年 １月１８日  ジャンボボール 

男子 ダッグルズＡ （中村 亜樹・渡辺 元造・今川  徹・村上  健）７,９０８ 年連続６回目・新記録 

女子 マンボウＡ  （新町 美雪・河上 麻紀・多賀万希子・乙丸美和子）６,６４２ ２年連続２回 

◇第２４回（１９９８年度） 平成１１年 １月１７日  百万石リゾートレーン 

男子 ダッグルズＡ （中村 亜樹・安田 昌樹・今川  徹・村上  健）７,３９１ ４年連続７回目 

女子 ダッグルズ  （中村由香里・佐野 真紀・国原  梢・長谷川芳江）６,６７４ 初優勝 

◇第２５回（１９９９年度） 平成１２年 １月１６日  ジャンボボール 

男子 ダッグルズＡ （中村 亜樹・安田 昌樹・今川  徹・村上  健）７,９１０ ５年連続８回目・新記録 

女子 石 川 Ａ  （佐野 真紀・国原  梢・大丸谷 香・中村由香里）６,５８６ 

◇第２６回（２０００年度） 平成１３年 １月２１日  百万石リゾートレーン 

男子 ダッグルズＡ （中村 亜樹・渡辺 元造・今川  徹・村上  健）７,４８１ ６年連続９回目 

女子 栄 光    （石谷すず子・山崎 悦子・長谷川芳江・坂本 敏子）６,６１８ ３回目 

◇第２７回（２００１年度） 平成１４年 １月２０日  ジャンボボール 

男子 秀 峰    （竹元 貴洋・横山  弘・中本 吉高・松本 英将）７,３０８ ２回目 

女子 中央支部Ａ  （細野とし子・中村 邦子・山崎 悦子・大沢 允子）６,５５４ 

 

【要項改正：予選・決勝制導入】 

◇第２８回（２００２年度） 平成１５年 １月１９日  百万石リゾートレーン 

男子インフィニティＡ（大橋 久博・村田  一・坪田 拓也・武田 一博）７,５７１ 初優勝 

女子 栄 光    （岡沢亜寿砂・辻阪 明美・石谷すず子・長谷川芳江）６,４２３ ４回目 

◇第２９回（２００３年度） 平成１６年 １月１８日  ジャンボボール 

男子 コマツＡ   （前出 雅裕・牧野 健裕・堂前 秀雄・越田 敏之）７,４６９ 初優勝 

女子 中央支部Ａ  （小西 寛子・山崎 悦子・中村 邦子・小西真知子）６,４５９ 

◇第３０回（２００４年度） 平成１７年 １月１６日  百万石リゾートレーン 

男子 漣 Ａ    （松原 真珠・小高 正男・山口 武雄・福岡  忠）７,７２０ 初優勝 

女子 中央支部Ｃ  （新町 美雪・乙丸美和子・越多 智子・片岡 一世）６,６４２ 

◇第３１回（２００５年度） 平成１８年 １月１５日  ジャンボボール 

男子 ビッグＢ   （前田 良一・斉藤 孝雄・越多  弘・川上 秀則）７,１７６ ３回目 

女子 中央支部Ｂ  （長原 永子・越多 智子・安藤 麻紀・新町 美雪）６,６２７ 

◇第３２回（２００６年度） 平成１９年 １月２１日  百万石リゾートレーン 

男子 ダッグルズＡ （山本 大輔・渡辺 元造・亀田 芳彰・今川  徹）７,５７３ １０回目 

女子 中央支部Ｂ  （山崎 悦子・大沢 允子・中村 邦子・菊地由樹子）６,６２７ 



◇第３３回（２００７年度） 平成２０年 １月２０日  ジャンボボール 

男子 天 狼 Ｂ  （武田 一博・村田  一・山本  単・山森 健三）７,７９９ 初優勝 

女子 中央支部Ｂ  （北村 光彩・松下  惠・石畠亜紀子・佐野 真紀）６,９９０ 新記録 

◇第３４回（２００８年度） 平成２１年１月１８日  百万石リゾートレーン 

男子 ハンタ－Ａ  （脇坂 裕貴・中倉 啓太・平林 米作・中山 真生）７,３６０ 初優勝 

女子 石 川 Ａ  （木村 厚子・多胡 仁美・久保 啓子・宇田 博美）７,１１１ 新記録 

◇第３５回（２００９年度） 平成２２年 １月１７日  ジャンボボール 

男子 秀 峰 Ａ  （大橋 久博・川﨑 拓也・山岸 健一・岡水 博志）７,４０５ ３回目 

女子 中央支部Ｂ  （小西 寛子・岡沢亜寿砂・千木千恵子・小西真知子）６,７２４ 

◇第３６回（２０１０年度） 平成２３年 １月１６日  百万石リゾートレーン 

男子 秀 峰 Ａ  （川﨑 拓也・山岸 健一・岡水 博志・大橋 久博）７,４０７ ２年連続４回目 

女子 ハンター   （塚本絵里子・江川 真理・平林 幸子・中村 邦子）６,７８３ 初優勝 

◇第３７回（２０１１年度） 平成２４年 １月１５日  ジャンボボール 

男子 金沢市役所Ａ （小髙 正男・松原 真珠・中倉 啓太・清水 正弘）７,９１８ 初優勝 新記録 

女子 ハンター   （成安 千鶴・金津 幸子・中村 邦子・塚本絵里子）６,９１５ ２年連続２回目 

◇第３８回（２０１２年度） 平成２５年 １月１５日  百万石リゾートレーン 

男子 秀 峰 Ａ  （川﨑 拓也・田中 椋也・田中 裕章・岡水 博志）７,２９７ ５回目 

女子 ダクルズ   （小西 寛子・久本 安子・有田登美子・佐野 真紀）６,７８１ ２回目 

◇第３９回（２０１３年度） 平成２６年 １月１２日  ジャンボボール 

男子 秀 峰 Ａ  （松田 力也・山岸 健一・田中 椋也・川﨑 拓也）７,６２０ ２年連続６回目 

女子 中央支部Ａ  （千木千恵子・高野由紀子・泉  洋子・片岡 一世）６,８０３ 初優勝 

◇第４０回（２０１４年度） 平成２７年 １月１１日  百万石リゾートレーン 

男子 秀 峰 Ａ  （茶林 祥平・中田 勝広・川﨑 拓也・田中 椋也）７,４０１ ３年連続７回目 

女子 中央支部Ｂ  （久本 安子・千木千恵子・福岡 由美・片岡 一世）６,７７２ 初優勝 

 

【要項改正：予選・決勝制廃止】 

◇第４１回（２０１５年度） 平成２８年 １月１０日  ジャンボボール 

男子 漣 Ａ    （泉  真也・山口 智志・中野 幸一・蔵野 博久）８,０３０ ２回目 新記録 

女子 中央支部Ａ  （泉  洋子・辻阪 明美・鈴木 順子・三浦 啓子）７,４９２ 新記録 

◇第４２回（２０１６年度） 平成２９年 １月１５日  百万石リゾートレーン 

男子 秀 峰 Ａ  （岡水 博志・山岸 健一・川﨑 拓也・中越 純矢）７,６８７ ８回目 

女子 石 川    （横山 小枝・小西 寛子・山本 君子、大丸谷智子）６,４７５ 初優勝 

◇第４３回（２０１７年度） 平成３０年 １月１４日  ジャンボボール 

男子 秀 峰    （茶林 祥平・中田 勝広・川﨑 拓也・川﨑 拓也）７,９５５ ９回目 

女子 中央支部Ａ  （泉  洋子・鈴木 順子・辻阪 明美・三浦 啓子）７,２８１ 

◇第４４回（２０１８年度） 平成３１年 １月２７日  百万石リゾートレーン 

男子 金沢ホープクラブ（岸   繁・太田 一哉・出口 洋征・東  秀雄）７,７６９ 初優勝 

女子 金沢ホープクラブ（千木千恵子・千木 美鈴・鈴見明日香・奥村 一世）６,６５０ 初優勝 

 

【要項改正：予選・決勝制 決勝４Ｇ 得点持込みなしゼロスタート】 

◇第４５回（２０１９年度）  令和２年 １月１２日   百万石リゾートレーン 

男子 久世ベローズ工業所（河合 昭彦・南谷  隆・脇坂 裕貴・田中 智之）３,５１２ 初優勝 

女子 能登支部     （渡辺外志子・大工千加子・木村 厚子・松谷 博美）３,０１１ 初優勝 

 



◇第４６回（２０２０年度）  令和３年 １月１７日   百万石リゾートレーン 

男子 能登支部    （西野 正浩・仲島 安昭・渡辺 正広・塚  良雄）３,３４７ 初優勝 

女子 金沢ホープクラブ（吉田 美咲・千木 美鈴・小原 和美・奥村 一世）２,８９０ ２回目 

 

【要項改正：予選・決勝制 決勝３Ｇ 得点持込みなしゼロスタート】 

◇第４７回（２０２１年度）  令和４年 １月１６日   百万石リゾートレーン 

男子 金沢ホープクラブＡ（千木 正直・大城 康弘・太田 一哉・東  秀雄）２,４９２ ２回目 

女子 中央支部Ａ    （泉  洋子・中村 晃子・前田恵里子・三浦 啓子）２,２３９ 

◇第４８回（２０２２年度）  令和５年 １月１５日   百万石リゾートレーン 

男子 久世ベローズ工業所（河合 昭彦・松浦  弘・脇坂 裕貴・田中 智之）２,６９９ ２回目 

女子 石 川 Ｃ    （塚本 詩織・荘司由紀子・小西 寛子・塚本絵里子）２,２５６ 初優勝 


