
行　　　　　　　　　　　　　　　　　　事 開催地 会            　　　場 行　　　　　　　　　　　　　　　　　　事 開催地 会            　　　場

3 　グローバル東京2016ボウリングトーナメント 　品川Ｐ/Ｈボウリングセンター 1～2 　第15回全日本視覚障害者選手権大会 東京都 　シチズンボウル

9 　第71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 5～10 　第71回国民体育大会　（希望卿いわて国体） 岩手県 　ビッグハウススーパーレーン

9～10 　関東地区連合総会（第1回理事会） 山梨県 　石和 6 　JBC地区代表理事会 岩手県 　ビッグハウススーパーレーン

10   東京都選抜選手権大会 　東大和グランドボウル 9 　10月度本部月例競技会（トリオ）　 東京都 　世田谷オークラボウル/西東京レーン

16～17 　ＪＢＣ公認第3種審判員認定会（東日本地区） 愛知県 　稲沢グランドボウル会議室 10   第32回オール東京レディストーナメント 　高尾スターレーン

16 　第71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 15～16   関東地区選手権大会（第2回理事会） 神奈川県 　川崎グランドボウル

17 　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ス･東日本予選） 　東大和グランドボウル/マルアイボウリング 21～23 　第49回全日本新人選手権大会 兵庫県 　神戸六甲ボウル

23 　第71回国民体育大会東京都予選会（代表決定予選1回戦） 　高尾スターレーン 29～30 　（公財）日本体育協会スポーツ指導者講師競技別全国研修会 東京都

24 　第71回国民体育大会東京都予選会（代表決定予選最終戦） 　高尾スターレーン 30 　実業団関東リーグ（7・8週）

1～5 　全日本ナショナルチームメンバー強化合宿 三重県 　鈴鹿グランドボウル 30 　東京都クラブ・実業団チーム選手権大会(全日本クラブ対抗・実業団都市対抗予選） 　東大和グランドボウル

5 　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 3 　東京都高等学校対抗競技会 　東京ポートボウル

8 　第69回都民体育大会春季大会 ボウリング競技 　東大和グランドボウル 3～6
　内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯
　第45回全国都道府県対抗選手権大会（第72回愛媛国体リハーサル大会）

愛媛県 　キスケボウル

20～22   ＮＨＫ杯 第50回全日本選抜選手権大会 埼玉県 　新狭山グランドボウル 11～13 　ジュニアジャパン強化合宿 大阪府 　イーグルボウル

27 　ＪＢＣ理事会 　仏教伝道センター会議室 12 　第65回全国青年大会ボウリング競技 東京都 　シチズンボウル

28 　東京都ボウリング連盟代議員総会 　東京ポートボウル会議室 13 　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

29   5月度本部月例競技会（関東地区実業団予選）（トリオ） 　世田谷オークラボウル/立川スターレーン 13 　実業団関東リーグ （ 9・10W ）

3～5   第29回オールジャパンレディストーナメント 岐阜県 　岐阜グランドボウル 18～20 　第7回東日本シニア競技大会 神奈川県 　川崎グランドボウル

5 　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 25～27 　第49回全日本実業団選手権大会 東京都 　東大和グランドボウル

5 　実業団関東リーグ （ 1・2W ） 　第14回アジアシニア選手権大会 韓国 　ソウル

10～12 　経済産業大臣杯　第42回全日本実業団産業別選手権大会 福岡県 　博多スターレーン 　文部科学大臣第54回全日本大学選手権大会

11～12   第15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 4～11 　第2回世界シングルス選手権大会　 カタール 　ドーハ

12 　日本スポーツマスターズ2016 関東地区予選 茨城県 　大学ボウル土浦本店 4 　東京都年齢別競技大会（ＪＢＣ会長杯第31回全日本年齢別選手権大会予選） 　シチズンボウル

14 　JBC評議員会・理事会 　仏教伝道センター会議室 10 　第55回全日本選手権大会 東京都予選会(第1回)

19 　6月度本部月例競技会　（ダブルス） 　マルアイボウリング/立川スターレーン 11 　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

24～26   第49回全日本シニア選手権大会 愛知県 　稲沢グランドボウル 11 　実業団関東リーグ （ 11・12W ）

26 　第7回東京都小学生ボウリング指導会並びに競技会 　立川スターレーン 18 　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

1～3   第53回東日本選手権大会 富山県 　富山地鉄ゴールデンボウル 21～24 　宮様チャリティーボウリング

10 　7月度本部月例競技会（ダブルス）（関東地区ダブルス競技大会予選） 　マルアイボウリング/西東京レーン 23～25   文部科学大臣杯争奪 第23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

10 　実業団関東リーグ （ 3・4W ） 23 　第55回全日本選手権大会 東京都予選会(第2回)

15～17 　第71回国民体育大会 関東ブロック大会 山梨県 　ダイトースターレーン双葉 15 　1月度本部月例競技会（トリオ） 　立川スターレーン

24～　2 　第14回世界ユース選手権大会2016 アメリカ 　リンカーン 15 　実業団関東リーグ （ 13・14W ）

25～27   文部科学大臣杯 第40回全日本中学選手権大会 京都府 　キョーイチボウル宇治 20～22   第45回全日本クラブ対抗選手権大会 福島県 　ボウルアピア郡山

30～31 　第33回関東地区実業団選手権大会 茨城県 　フジ取手ボウル 28～29 　第31回関東地区シニア選手権大会 東京都 　東大和グランドボウル

1～3 　JOCジュニアオリンピックカップ　第40回全日本高校選手権大会 神奈川県 　川崎グランドボウル 3～5   第34回全日本実業団都市対抗選手権大会 岐阜県 　岐阜グランドボウル

6～7 　第7回全日本小学生競技大会 愛知県 　稲沢グランドボウル 10～12   ＪＢＣ会長杯  第32回全日本年齢別選手権大会 静岡県 　ボウルアピア静岡

7～8 　ジュニアジャパン認定会（東地区） 　東大和グランドボウル 26 　2月度本部月例競技会（ダブルス） 　トミコシ高島平ボウル/立川スターレーン

14 　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）　 　トミコシ高島平ボウル/立川スターレーン   第48回全日本大学個人選手権大会

19～21 　U22　2nd Fukuoka Summer Cup 2016 sponsored by STORM 福岡県 　博多スターレーン 26 　実業団関東リーグ （ 15・16W ）

20～21 　第4回関東地区ダブルス競技大会 栃木県 　王冠ボウル 4～5   東京都選手権大会 　東大和グランドボウル

21 　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 12 　3月度本部月例競技会 　高尾スターレーン

4 　9月度本部月例競技会（シングルス）（第6回東日本シニア競技大会予選） 　マルアイボウリング/高尾スターレーン 17～20 　文部科学大臣杯　第55回全日本選手権大会 愛知県 　稲沢グランドボウル

4 　実業団関東リーグ （ 5・6W ） 17 　JBC理事会

11 　2016グローバルボウリングトーナメント 埼玉県 　新狭山グランドボウル 25 　第31回オール関東ジュニアボウリングトーナメント（小学生・中学生部門） 東京都 　品川プリンスホテルボウリングセンター

16～18 　JBC公認第1種・第2種審判員昇格試験 東京都 26 　第31回オール関東ジュニアボウリングトーナメント（高校生部門） 東京都 　品川プリンスホテルボウリングセンター

18～27 　第24回アジア選手権大会 中国 　香港

23～26 　日本スポーツマスターズ2016　秋田大会 秋田県 　ラウンドワンスタジアム秋田店

25 　東京都実業団選手権大会(第49回全日本実業選手権大会予選） 　高尾スターレーン

《本部リーグ》

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 　第1回ＴＢＡ本部リーグ（10週間）　　4月12日～　6月21日 ダブルス 　シチズンボウル

　第2回ＴＢＡ本部リーグ（10週間）　　7月12日～　9月20日 シングルス 　シチズンボウル

　第3回ＴＢＡ本部リーグ（10週間）　10月11日～12月13日 ト リ オ 　シチズンボウル

　第4回ＴＢＡ本部リーグ（10週間）　　1月17日～　3月21日 ト リ オ 　シチズンボウル
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平成28年度 東京都ボウリング連盟　事業計画
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　付 ： ＪＢＣ ・関東地区ボウリング連合 ・東京都体育協会 他　　　　


