
行　　　　　　　　　　　　　　　　　　事 開催地 会            　　　場 開催地 会            　　　場

５ 　第６９回国民体育大会東京都予選会（第一次予選 １回戦） 　東大和グランドボウル ４～５ 　第３１回関東地区選手権大会（第２回理事会） 東京都 　品川P/Hボウリングセンター

６ 　グローバル東京２０１４ボウリングトーナメント 　品川Ｐ/Ｈボウリングセンター ８～１９ 　世界選手権大会２０１４ 男子大会 ＵＡＥ 　（ アブダビ ）

１２ 　第６９回国民体育大会東京都予選会（第一次予選 ２回戦） 　東大和グランドボウル １３   第３０回オール東京レディーストーナメント 　品川P/Hボウリングセンター

12～13 　関東地区連合総会（第１回理事会） 神奈川県 　箱根 13～16 　第６９回国民体育大会（長崎がんばらんば国体） 長崎県 　長崎ラッキーボウル

１３   東京都選抜選手権大会 　東大和グランドボウル １９ 　１０月度本部月例競技会（トリオ）　 　世田谷オークラボウル/西東京レーン

１９ 　第６９回国民体育大会東京都予選会（代表決定予選 １回戦） 　東大和グランドボウル １９ 　実業団関東リーグ （ ７・８W ） 群馬県 　パークレーン高崎

19～20 　ＪＢＣ公認第３種審判員認定会（東日本地区） 東京都 　田町ハイレーン 24～26   第４７回全日本新人選手権大会 山形県 　山形ファミリーボウル

２０ 　４月度本部月例競技会（トリオ）（産業別・オールジャパンレディース･東日本予選）   品川Ｐ/Ｈボウリングセンター/東大和グランドボウル ２ 　東京都クラブ・実業団チーム選手権大会（全日本クラブ・実業団都市対抗予選） 　品川P/Hボウリングセンター

２７ 　第６９回国民体育大会東京都予選会（代表決定予選 最終戦） 　立川スターレーン ３ 　東京都高等学校対抗競技会 　田町ハイレーン
  内閣総理大臣杯

文部科学大臣杯

６ 　東京都シニア選手権大会（全日本シニア予選・日本スポーツマスターズ予選） 　シチズンボウル ８ 　シチズンボウル

９～11   ＮＨＫ杯争奪 第４８回全日本選抜選手権大会 千葉県 　JFE千葉リバーレーン 14～16 　第５回東日本シニア競技大会 福島県 　ボウルアピア郡山

１１ 　第６７回都民体育大会春季大会 ボウリング競技 　調布スポーツセンター 22～24 　第４７回全日本実業団選手権大会 広島県 　キャッスルボウル福山

19～30   第２３回アジア選手権大会 タ イ 　( バンコク ) ３０ 　11月度本部月例競技会（シングルス）（関東地区シニア選手権予選） 　東大和グランドボウル

２５ 　５月度本部月例競技会（関東地区実業団予選）　（トリオ） 　品川Ｐ/Ｈボウリングセンター/立川スターレーン ３０ 　実業団関東リーグ （ ９・１０W ） 東京都 　立川スターレーン

31 　東京都ボウリング連盟代議員総会 　田町ハイレーン   文部科学大臣杯争奪 第５２回全日本大学選手権大会

31～1   第１３回関東地区高等学校対抗競技大会　　　　　　　　　 群馬県 　パークレーン高崎 ７ 　東京都年齢別競技大会（ＪＢＣ会長杯第３０回全日本年齢別選手権大会予選） 　シチズンボウル

１ 　日本スポーツマスターズ２０１４ 関東地区予選 神奈川県 　新杉田ボウル ７ 　実業団関東リーグ （ １１・１２W ） 千葉県 　JFE千葉リバーレーン

１ 　６月度本部月例競技会　（ダブルス） 　マルアイボウリング/高尾スターレーン １３ 　第５３回全日本選手権大会 東京都予選会 　立川スターレーン

６～８   第２７回オールジャパンレディーストーナメント 静岡県 　浜松毎日ボウル １４ 　東京都ミックスダブルス競技大会 　東大和グランドボウル

８ 　東京都ジュニア選手権大会（全日本中学・高校選手権大会予選） 　東大和グランドボウル 19～21   文部科学大臣杯争奪 第２１回全国高等学校対抗選手権大会 神奈川県 　川崎グランドボウル

８ 　実業団関東リーグ （ １・２W ） 神奈川県 　スポルト八景ボウル ２１ 　１２月度本部月例競技会（トリオ） 　東京プラザボウル/立川スターレーン

13～15   経済産業大臣杯争奪 第４０回全日本実業団産業別選手権大会 京都府 　しょうざんﾎﾞｳﾙ/ＭＫボウル上賀茂 １８ 　１月度本部月例競技会（トリオ） 　立川スターレーン

20～22   第５１回東日本選手権大会 神奈川県 　川崎グランドボウル １８ 　実業団関東リーグ （ １３・１４W ） 埼玉県 　新狭山グランドボウル

２９ 　第５回東京都小学生ボウリング特別指導会並びに競技会 　アイビーボウル向島 23～25   第４３回全日本クラブ対抗選手権大会 東京都 　東大和グランドボウル

４～６   第４７回全日本シニア選手権大会 福岡県 　博多スターレーン/パピオボウル 31～１ 　第２９回関東地区シニア選手権大会 埼玉県 　新狭山グランドボウル

１３ 　７月度本部月例競技会（ダブルス） 　フジボール/西東京レーン 1～１１ 　第１６回アジアスクール選手権大会 クウェート

１３ 　実業団関東リーグ （ ３・４W ） 栃木県 　足利スターレーン ６～８   第３２回全日本実業団都市対抗選手権大会 神奈川県 　川崎グランドボウル

18～20 　第６９回国民体育大会 関東ブロック大会 栃木県 　足利スターレーン 13～15   ＪＢＣ会長杯争奪 第３０回全日本年齢別選手権大会 大阪府 　イーグルボウル

22～24   文部科学大臣杯争奪 第３８回全日本中学選手権大会 京都府 　キョーイチボウル宇治 ２２ 　２月度本部月例競技会（ダブルス） 　トミコシ高島平ボウル/高尾スターレーン

26～27 　第３１回関東地区実業団選手権大会 千葉県 　JFE千葉リバーレーン ２２ 　実業団関東リーグ （ １５・１６W ） 茨城県 　大学ボウル

29～30   JOCジュニアオリンピックカップ 第３８回全日本高校選手権大会 東京都 　品川P/Hボウリングセンター   第４６回全日本大学個人選手権大会 京都府 　ＭＫボウル上賀茂

２～３ 　第５回全日本小学生競技大会 愛知県 　稲沢グランドボウル 28～１ 　東京都選手権大会 　品川P/Hボウリングセンター

６～15 　第１３回世界ユース選手権大会２０１４ 中国香港 12～15   文部科学大臣杯争奪 第５３回全日本選手権大会 愛知県 　稲沢グランドボウル

１０ 　８月度本部月例競技会（シングルス）（関東地区・全日本新人選手権予選） 　品川Ｐ/Ｈボウリングセンター/立川スターレーン ２２ 　３月度本部月例競技会（トリオ） 　高尾スターレーン

18～19 　全日本ジュニア強化選手 強化合宿（東地区） 東京都 　田町ハイレーン ２８   第２９回オール関東ジュニアトーナメント 【小学生・中学生部門】 　品川P/Hボウリングセンター

23～24 　第２回関東地区ダブルス競技大会 茨城県 　フジ取手ボウル ２９   第２９回オール関東ジュニアトーナメント 【高校生部門】 　品川P/Hボウリングセンター

３１ 　都民生涯スポーツ大会 ボウリング競技 　東大和グランドボウル

７ 　９月度本部月例競技会（シングルス）（第５回東日本シニア競技大会予選） 　高田馬場グランドボウル/高尾スターレーン

７ 　実業団関東リーグ （ ５・６W ） 山梨県 　ダイトースターレーン双葉 《 本部リーグ 》

14 　グローバル関東ボウリングトーナメント 　品川P/Hボウリングセンター 　第１回ＴＢＡ本部リーグ（１０週間）　　４月　８日～　６月２４日 　調布スポーツセンター

19～22 　日本スポーツマスターズ２０１４ 埼玉大会 埼玉県 　新狭山グランドボウル 　第２回ＴＢＡ本部リーグ（１０週間）　　７月　８日～　９月１６日 　品川P/Hボウリングセンター

19～４   第１７回アジア競技大会 大韓民国  （ 仁川 ） 　第３回ＴＢＡ本部リーグ（１０週間）　１０月　７日～１２月１６日 　品川P/Hボウリングセンター

２８ 　東京都実業団選手権大会 　立川スターレーン 　第４回ＴＢＡ本部リーグ（１０週間）　　１月１３日～　３月１７日 　品川P/Hボウリングセンター

東京都ボウリング連盟事務局 　〒１０８-００１４ 東京都港区芝４‐１２‐４ 名倉堂ビル２０２　 ＴＥＬ：０３‐３４５２‐４１７４　 ＦＡＸ：０３‐３４５２‐４４６６

ダブルス

  第６３回全国青年大会 ボウリング競技

ト リ オ

シングルス

平成２６年度 東京都ボウリング連盟　事業計画
付 ： ＪＢＣ ・関東地区ボウリング連合 ・東京都体育協会 他　

開 催 日 開 催 日 行　　　　　　　　　　　　　　　　　　事

和歌山県

４

１０ 

２～６ 　全日本ナショナルチームメンバー強化合宿

４ ～ ６月 ダブルス
９

１

２

　紀の川ボウル第４３回全国都道府県対抗選手権大会（第70回国体リハーサル大会）

５

７

８

静岡県 　ＤＨＣ赤沢ボウル

１１

１２

６～９

４

６

７ ～ ９月

10 ～12月

１ ～ ３月

３


