
行　　　　　　　　　　　　　　　　　　事 開催地 会            　　　場 開催地 会            　　　場

1   グローバル東京ボウリングトーナメント2018 東京都 品川プリンスホテルボウリングセンター １～６ 福井県 スポーツプラザWAVE４０

7 　第73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 7 アイビーボウル／西東京レーン

７～8   関東地区連合総会（第1回理事会） 神奈川県 箱根湯本　 ホテル南風荘 8 高尾スターレーン

8   平成29年度東京都選抜選手権大会 東大和グランドボウル １２～１４ 未定

14 　第73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 １３～１４ 栃木県 足利スターレーン

15   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） 東大和グランドボウル／立川スターレーン １９～２１ 山形県 山形ファミリーボウル

２１～２２ 　ＪＢＣ第3種公認審判員認定会(東日本） 神奈川県 川崎市教育文化会館 21 高尾スターレーン

28 　第73回国民体育大会東京都予選会(代表決定１回戦） 東大和グランドボウル 26～２８ 広島県 キャッスルボウル福山

29 　第73回国民体育大会東京都予選会（代表決定２回戦） 東大和グランドボウル

２～７ 　全日本ナショナルチームメンバー強化合宿 長崎県 大村市 1～４ 茨城県 フジ取手ボウル

5 　東京都シニア選手権大会 シチズンボウル 10 東京都 シチズンボウル

6    5月度本部月例競技会(関東地区実業団選手権大会予選）(トリオ） 世田谷オークラボウル／立川スターレーン 10 東京都 ラウンドワン南砂店

13 　第71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 11 平和島スターボウル／高尾スターレーン

１８～２０ 　NHK杯争奪　第52回全日本選抜選手権大会 埼玉県 新狭山グランドボウル ２３～２５ 神奈川県 川崎グランドボウル

26 　東京都ボウリング連盟代議員総会 未定 ２３～２５ 愛媛県 キスケボウル

29 　ＪＢＣ理事会 東京都 仏教伝道センター会議室 25 東大和グランドボウル

１～３ 　第31回オールジャパンレディーストーナメント 福島県 ボウルアピア郡山 ２４～１２/5 中国香港 中国香港

８～１０ 　経済産業大臣杯争奪　第44回全日本実業団産業別選手権大会 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 2 シチズンボウル

10 　東京都ジュニア選手権大会（全日本中学・高校選手権予選） 東大和グランドボウル 8 東大和グランドボウル

１６～17 　第17回関東地区高等学校対抗競技会 埼玉県 ウニクスボウル　 9 世田谷オークラボウル／高尾スターレーン

13 　ＪＢＣ定時評議員会／理事会 東京都 仏教伝道センター会議室 ９～１８ 沖縄県 エナジックボウル美浜  

17 　日本スポーツマスターズ２０18関東地区予選 山梨県 ダイトースターレーン 15 立川スターレーン

17 　6月度本部月例競技会(ダブルス）（関東地区ダブルス競技会予選） マルアイボウリング／東大和グランドボウル 16 東大和グランドボウル

２２～２４ 　第５1回全日本シニアボウリング選手権大会 愛知県 稲沢グランドボウル ２１～２３ 神奈川県 川崎グランドボウル

２９～７/1 　第55回東日本選手権大会 三重県 津グランドボウル

1 　第9回東京都小学生ボウリング特別指導会並びに競技会 東京ポートボウル ８～１３ 　全日本ナショナルチームメンバーウインターキャンプ 沖縄県 エナジックボウル美浜

７～8 　JBC公認第三種審判員認定会（西日本） 大阪府 イーグルボウル 13 　1月度本部月例競技会(トリオ） 東大和グランドボウル

8 　7月度本部月例競技会(ダブルス） マルアイボウリング／西東京レーン １８～２０ 　第47回全日本クラブ対抗選手権大会 京都府 しょうざんボウル

１３～１５ 　第73回国民体育大会関東ブロック大会（１３日理事長会議２０１９日程調整） 茨城県 フジ取手ボウル 26～27 　第32回関東地区シニア選手権大会 群馬県 新設センターorパークレーン高崎

21   ラウンドワングランドチャンピオンシップ東京都予選会 東京都 ラウンドワン南砂店 １～３ 　第36回全日本実業団都市対抗選手権大会 東京都 東大和グランドボウル

２３～25 　文部科学大臣杯争奪　第42回全日本中学選手権大会 京都府 キョーイチボウル宇治 ９～１１ 　JBC会長杯争奪第34回全日本年齢別選手権大会 神奈川県 川崎グランドボウル

24～8／3 　第１５回世界ユース選手権大会 アメリカ ミシガン １４～１６ 　第50回全日本大学個人選手権大会 京都府 キョーイチボウル宇治

２8～２９ 　第35回関東地区実業団選手権大会(第１回連絡協議会）（リーグ開会式） 千葉県 ユーカリボウル 17 　2月度本部月例競技会（ダブルス） 世田谷オークラボウル／立川スターレーン

30～8/1 　ＪＯＣジュニアオリンピックカップ争奪第42回全日本高校選手権大会 神奈川県　 川崎グランドボウル 23～２４ 　第3回関東実団個人競技会（第2回連絡会議リーグ表彰式） 東京都 立川スタ―レーン

4～5 　第9回全日本小学生指導会兼競技会 愛知県 稲沢グランドボウル ２～３   東京都ボウリング選手権大会 東大和グランドボウル

7～9 　Ｕ２２　4ｔｈ　Ｆukuoka Summer Cup 2018 sponsorred by STORM 福岡県 博多スターレーン 10 　３月度本部月例競技会（シングルス） 東大和グランドボウル

12 　8月度本部月例競技会(シングルス）（関東地区選手権・全日本新人予選） 平和島スターボウル／立川スターレーン ２１～２４ 　文部科学大臣杯争奪　第57回全日本選手権大会 愛知県 稲沢グランドボウル

15～16 　全日本ｼﾞｭﾆｱジャパン強化合宿認定会（東地区） 東京都 東大和グランドボウル ３０～３１ 　第33回オール関東ジュニアボウリングトーナメント 東京都 品川プリンスホテルボウリングセンター

19   平成30年度都民生涯スポーツボウリング競技 東大和グランドボウル

１８～９/2   第１８回アジア競技大会 インドネシア バレンバン

２５～26 　第6回関東地区ダブルス競技会 東京都 東大和グランドボウル

2 　9月度本部月例競技会(シングルス）（東日本シニア競技会予選） マルアイボウリング／高尾スターレーン 7   東京グローバルトーナメント

9 　２０１8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 13   第７４回国民体育大会東京都予選会
14～１７ 　日本スポーツマスターズ２０１８札幌大会 北海道 総合レジャーサンコウボウル 14 　平成３０年度東京都選抜選手権大会

22   ラウンドワングランドチャンピオンシップ全国大会 大阪府 ラウンドワンスタジアム境中央環状店 20   第７４回国民体育大会東京都予選会
２２～２４ 　JBC公認第１種・２種審判員昇格試験講習会 大阪府 弁天町グランドボウル会議室 21 　４月度本部月例競技会

23   東京都実業団選手権大会（全日実業団選手権大会予選） 高尾スターレーン 27   第７４回国民体育大会東京都予選会

29～３０   第１６回視覚障害者全日本選手権大会 東京都 東京ポートボウル 28   第７４回国民体育大会東京都予選会

　10月度本部月例競技会(トリオ）

　内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯争奪第47回全国都道府県対抗選手権大会

　第51回全日本実業団選手権大会

　東京都クラブチーム選手権大会(全日本クラブ対抗予選）

　文部科学大臣杯争奪第25回全国高等学校対抗選手権大会

　第35回関東地区選手権大会（１３日第2回理事会）

　第9回東日本シニア競技大会

４

４～６月　第１回TBA本部リーグ（１０週間）　４月～６月　（ダブルス）

７～９月　第２回TBA本部リーグ（１０週間）　７月～９月　（シングルス）

７

８

　東京都高等学校対抗ボウリング競技会

  世界選手権大会２０１８男子大会

　12月度本部月例競技会(トリオ）

　第57回全日本選手権大会東京都予選会(第２回）
　東京都ミックスダブルス競技大会

３

行　　　　　　　　　　　　　　　　　　事

　文部科学大臣杯争奪第56回全日本大学選手権大会

　ラウンドワングランドチャンピオン（本大会）
　11月度本部月例競技会(シングルス）（関東地区シニア予選）（都市対抗予選）

１０～１２月　第３回TBA本部リーグ（１０週間）　１０月～１２月　（トリオ）

　 １～  ３月   第４回TBA本部リーグ（１０週間）　　1月～　３月　（トリオ）

《本部リーグ》              《本部リーグ》

　第57回全日本選手権大会東京都予選会(第1回）

５
１１

東京都ボウリング連盟事務局　
                                        〒１０８－００２２   東京都立川市錦町６－２３－１８　コーポ７３　１２号室

                     TEL　０４２－５９５－９２０８　FAX　０４２－５９５－９２０９

平成30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

　第７３回国民体育大会（福井しあわせ元気国体）

１０ 

　第51回全日本新人選手権大会

　第３３回オール東京レディースボウリングトーナメント

　ジュニアジャパン合宿

９

　第６５回全国青年大会ボウリング競技

　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）

　第15回アジアシニア選手権大会６

１

２

4

１２


