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緊急事態宣言　4月25日～6月20日
行　　　　　　　　　　　　　　　　　　事 開催地 会　　　　　　　場 行　　　　　　　　　　　　　　　　　　事 開催地 会　　　　　　場

3  第７６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 3  東京都実業団選手権大会（全日実業団選手権大会予選） 立川スターレーン

8～10  経済産業大臣杯争奪 第４７回全日本実業団産業別選手権大会 山形県 山形ファミリーボウル/ヤマコーボウル

10  第７６回国民体育大会東京都予選会（第一次予選２回戦） トミコシ高島平ボウル 10  １０月度本部月例競技会(トリオ） アイビーボウル向島／西東京レーン

10～11  関東地区連合総会（第１回理事会）→延期 山梨県 石和ビューホテル 10  東京都高等学校対抗ボウリング競技会 トミコシ高島平ボウル

11  令和２年度東京都選抜選手権大会 トミコシ高島平ボウル 10  JBC第3種審判員認定会（東日本地区） 東京都 貸会議室・貸会議室内海

17  第７６回国民体育大会東京都予選会（代表決定１回戦） 立川スターレーン 15～17  第１２回東日本シニア選手権大会 東京都 東大和グランドボウル

18  第７６回国民体育大会東京都予選会（代表決定２回戦） 高尾スターレーン 23～25  ジュニアジャパン合宿 静岡県 ＤＨＣ赤沢ボウル

23～27  全日本ナショナルチームメンバー強化合宿 群馬県 ドリームスタジアム太田 23～24  第３８回関東地区選手権大会（23日第２回理事会） 神奈川県 川崎グランドボウル

25  ４月度本部月例競技会（シングルス）（実業団産業別・オールジャパンレディス・東日本予選） 中止 世田谷オークラボウル／東大和グランドボウル 29～31  第５４回全日本新人選手権大会 静岡県 浜松毎日ボウル

5  東京都シニア選手権大会（スポーツマスターズ予選） 中止 東大和グランドボウル 31  第３５回 オール東京レディスボウリングトーナメント 高尾スターレーン

9  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） 中止 世田谷オークラボウル  ／ 立川スターレーン   6～7  第１９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

14～16  NHK杯争奪 第５４回全日本選抜選手権大会 埼玉県 新狭山グランドボウル 13  第６８回全国青年大会ボウリング競技 調整中

22  東京都ボウリング連盟代議員総会 未定 14  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） 平和島スターボウル／高尾スターレーン

23  第７４回都民体育大会春季大会ボウリング競技 中止 東大和グランドボウル 14  関東地区実業団リーグ第３,４週 東京都 立川スターレーン

28～30  経済産業大臣杯争奪 第４７回全日本実業団産業別選手権大会 延期 山形県 山形ファミリーボウル/ヤマコーボウル 20～23  内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯争奪第５０回全国都道府県対抗選手権大会 栃木県 足利スターレーン

27～29  第５４回全日本実業団選手権大会 兵庫県 神戸六甲ボウル

28  東京都クラブチーム選手権大会(全日本クラブ対抗予選） 第３回理事会 東大和グランドボウル

3～12  第２６回アジア選手権大会 中国香港 4～6  文部科学大臣杯 第５９回全日本大学選手権大会 京都府 キョーイチボウル宇治

4～6  第３３回オールジャパンレディストーナメント 富山県 富山地鉄ゴールデンボウル 5  東京都年齢別競技大会（JBC会長杯第３７回全日本年齢別選手権大会予選） マルアイボウリング

6  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

12～13  第２０回関東地区高等学校対抗競技会 東京都 東大和グランドボウル 11  第５回関東地区実業団競技会（第２回連絡協議会議） 千葉県 VEGAアサヒボウリングセンター

13  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／西東京レーン 12  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

18～20  第５４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 18  第５８回全日本選手権大会東京都予選会(第１回） 立川スターレーン

25～27  第５７回東日本選手権大会 石川県 百万石リゾートレーン 19  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

27  第２１回日本スポーツマスターズ関東地区予選 茨城県 大学ボウル土浦本店 19  関東地区実業団リーグ第５,６週 東京都 西東京レーン

27 全日本中学選手権 東京予選会 立川スターレーン 24～26  文部科学大臣杯争奪第２８回全国高等学校対抗選手権大会 三重県 津グランドボウル

3～4  第３８回関東地区実業団選手権大会(第１回連絡協議会）（3日リーグ開会式） 東京都 東大和グランドボウル 8  第５８回全日本選手権大会東京都予選会(第２回） 東大和グランドボウル

11  第１２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 16  １月度本部月例競技会(トリオ） 東大和グランドボウル

11 全日本高校選手権 東京予選会 立川スターレーン

16～18  第７６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 21～23  第５０回全日本クラブ対抗選手権大会 京都府 MKボウル上賀茂

18  ７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／高尾スターレーン 23  関東地区実業団リーグ第７,８週 東京都 高尾スターレーン

21～23  文部科学大臣杯争奪 第４５回全日本中学選手権大会 京都府 キョウイチボウル宇治 28～30  第３９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

24～31  第２１回アジアジュニア選手権大会 タイ （バンコク）

1  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／SAP日野ボウル 5～6  第３６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

8 東京都シニア選手権大会（東日本シニア選手権予選） 東京都 東大和グランドボウル 11～13  JBC会長杯争奪第３７回全日本年齢別選手権大会 山口県 下関ロイヤルボウル

9  グローバル東京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 16～18  第５２回全日本学生個人選手権大会 埼玉県 新狭山グランドボウル

10～11  ジュニアジャパン認定会（東日本地区） 群馬県 パークレーン高崎 20  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

16～18  ＪＯＣジュニアオリンピックカップ争奪第４５回全日本高校選手権大会 神奈川県 川崎グランドボウル

21～22  2021年度 全日本小学生競技大会 愛知県 稲沢グランドボウル 5～6  東京都ボウリング選手権大会 第４回理事会 東大和グランドボウル

22  ２０２１年度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 13  ３月度本部月例競技会（トリオ） 世田谷オークラボウル

28～29  第９回関東地区ダブルス競技会（カレントフレーム方式） 群馬県 ドリームスタジアム太田 13  関東地区実業団リーグ第9，10週（リーグ表彰式） 東京都 高尾スターレーン

18～21  文部科学大臣杯争奪 第５９回全日本選手権大会 愛知県 稲沢グランドボウル

5  ９月度本部月例競技会(シングルス） 平和島スターボウル／高尾スターレーン 26  第３６回オール関東ジュニアボウリングトーナメント（小中学生部門） 東京都 品川プリンスホテルボウリングセンター

5  関東地区実業団リーグ第１，２週 東京都 SAP日野ボウル 27  第３６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

11～12  JBC公認第1種・第2種審判昇格講習会 大阪府 神崎川ダイドーボウル会議室

12 2021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

17～20  日本スポーツマスターズ２０２１岡山大会 岡山県 サンフラワーボウル

30～4  第７６回国民体育大会（三重とこわか国体） 三重県 津グランドボウル

《 本部リーグ 》 《 本部リーグ 》

　第１回ＴＢＡ本部リーグ  未定 　第３回ＴＢＡ本部リーグ  未定

　第２回ＴＢＡ本部リーグ  未定 　第４回ＴＢＡ本部リーグ  未定

ボウリング連盟事務局 　〒190-0022 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

令和３年度　東京都ボウリング連盟　事業計画

開催日開催日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付：ＪＢＣ・関東地区ボウリング連合・東京都体育協会
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