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

2 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 6～12  特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体） 鹿児島県 サンライトゾーン

8  関東地区連合総会（第１回理事会） 栃木県 足利スターレーン会議室 9～22  IBF World Championships クウェート

8  特別国民体育大会東京都予選会（第一次予選１回戦） トミコシ高島平ボウル 9  第34回オール東京レディースボウリングトーナメント 高尾スターレーン

9  令和４年度東京都選抜選手権大会 トミコシ高島平ボウル 14～15  第40回関東地区選手権大会 東京都 検討中

15  特別国民体育大会東京都予選会（第一次予選２回戦） 東大和グランドドボウル 20～22  第１４回東日本シニア選手権大会 山形県 山形ファミリーボウル

16  ４月度本部月例競技会（実業団産業別・オールジャパンレディス・東日本予選） マルアイボウリング/東大和グランドボウル（予選） 22  東京都高等学校対抗ボウリング競技会 東京ポートボウル

22  特別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 27～29  第５５回全日本新人選手権大会 茨城県 フジ取手ボウル

23  特別国民体育大会東京都予選会（代表決定２回戦） 西東京レーン 29  １０月度本部月例競技会(トリオ） マルアイボウリング／西東京レーン

7  令和5年度 東京都シニア選手権大会（全日本シニア・スポーツマスターズ2023予選） 東大和グランドボウル

19～21  NHK杯争奪 第５６回全日本選抜選手権大会 埼玉県 新狭山グランドボウル  第７０回全国青年大会ボウリング競技 未定

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

 東京都ボウリング連盟代議員総会 11  ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 FINAL 大阪府 ラウンドワンスタジアム堺中央環状店

21  第７６回都民体育大会春季大会ボウリング競技 東京都 東大和グランドボウル 12  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／東大和グランドボウル（予選）

 文部科学大臣杯争奪第６１回全日本大学選手権大会 未定 （近畿）

28  ５月度本部月例競技会(関東地区実業団選手権大会予選）(シングル） 世田谷オークラボウル/立川スターレーン（予選） 17～19  第５６回全日本実業団選手権大会 兵庫県 神戸六甲ボウル

23  東京都年齢別競技大会（JBC会長杯第３５回全日本年齢別選手権大会予選） 検討中

2～4  第３５回オールジャパンレディスボウリングトーナメント 群馬県 パークレーン高崎 23～26  第52回全国都道府県対抗選手権大会 佐賀県 ボウルアーガス

4  ６月度本部月例競技会(ダブルス） アイビーボウル向島／立川スターレーン 2  第５８回全日本選手権大会東京代表選手選考会（第１回） 東大和グランドボウル

9～11  経済産業大臣杯 第49回全日本実業団産業別選手権大会 静岡県 浜松毎日ボウル 9  第8回関東地区実業団競技大会 未定

10～11  第22回関東高等学校対抗競技大会 千葉県 VEGAアサヒボウリングセンター 10  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  東京都ジュニア選手権大会（全日本中学・高校選手権予選） トミコシ高島平ボウル 16  第６０回全日本選手権大会東京代表選手選考会（第2回） 立川スターレーン

23～25  第56回全日本シニア選手権大会 愛知県 稲沢グランドボウル

30～2  第59回東日本選手権大会 北海道 千歳フジボウル 17  １２月度本部月例競技会（トリオ） マルアイボウリング

23～24  文部科学大臣杯争奪第２９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

2  第１４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

9  第23回スポーツマスターズ２０２3関東ブロック大会 群馬県 パークレーン高崎

14～16  特別国民体育大会関東ブロック大会（１５日理事長会議 令和6年日程） 埼玉県 新狭山グランドボウル 14  1月度本部月例会(シングル) 東大和グランドボウル

16  ７月度本部月例競技会（関東地区ダブルス予選）(ダブルス） マルアイボウリング／トミコシ高島平ボウル（予選） 19～21  第５２回全日本クラブ対抗選手権大会 埼玉県 新狭山グランドボウル

22  山梨フルーツカップ 山梨県 ダイトースターレーン双葉 26～28  第４１回全日本実業団都市対抗選手権大会 三重県 津グランドボウル

24～26  文部科学大臣杯争奪 第４６回全日本中学選手権大会 京都府 キョウイチボウル宇治

29～30  第40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） 未定 3～4  第３８回関東地区シニア選手権大会 山梨県 ダイトースターレーン双葉

10～12  JBC会長杯争奪第３９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

5～6  第1３回全日本小学生競技大会 愛知県 稲沢グランドボウル  第５４回全日本学生個人選手権大会 東京都 品川プリンスホテルボウリングセンター

7～8  ＪＯＣジュニアオリンピックカップ争奪第４７回全日本高校選手権大会 愛知県 稲沢グランドボウル 18  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

13  ８月度本部月例競技会(シングルス）（関東地区選手権） 平和島スターボウル/東大和グランドボウル（予選） 2～3  東京都ボウリング選手権大会 検討中

19～27  22nd Asian Junior Tenpin Bowling Championships シンガポール 10  ３月度本部月例競技会（トリオ） 世田谷オークラボウル／トミコシ高島平ボウル

20  令和5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 14～17  文部科学大臣杯争奪 第６１回全日本選手権大会 愛知県 稲沢グランドボウル

26～27  第１１回関東地区ダブルス競技会 茨城県 フジ取手ボウル 23～24 THE TEAM FESTIVAL 2024 愛知県 稲沢グランドボウル

23  第３５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

24  第３５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

 グローバル東京ボウリングトーナメント2024

3  ９月度本部月例競技会(シングルス）（全日本新人・東日本シニア予選） 世田谷オークラボウル／東大和グランドボウル（予選）   関東地区連合総会（第1回理事会）

 ２０２３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  第78回国民体育大会東京都予選会(第一次予選１回戦）

8～9  ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 決勝大会 京都府 ラウンドワンスタジアム京都伏見  令和5年度東京都選抜選手権大会

10  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  第78回国民体育大会東京都予選会(第一次予選２回戦）

15～18  日本スポーツマスターズ2023 福井大会 福井県 スポーツプラザWAVE40  4月度本部月例競技会（産業別・オールジャパンレディース・東日本予選）

 全日本視覚障害者ボウリング選手権大会（BBCJ主催） 未定  第78回国民体育大会東京都予選会(代表決定１回戦）

 第78回国民体育大会東京都予選会（代表決定２回戦）

《 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　メール：office@tokyo-bowling.com
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令和５年度　東京都ボウリング連盟　事業計画（案 2023/3/7版）

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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