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第 46 回東北総合体育大会・第 74 回国民体育大会
岩手県代表選手選考会について

2019 年度茨城国体へ向け岩手県代表選手選考会を別添の通り開催いたします。日程
を確認の上、多くの参加をお待ちしております。
なお、参加申込用紙は、都道府県大会参加申込書へ記入し申込して下さい。押印した
原本につきましては、選考会 1 日目受付終了までに提出して下さい。
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6.第 74 回国体ボウリング競技・都道府県大会参加申込書
7.第 74 回国体ボウリング競技・都道府県大会参加申込書記入例

第46回東北総合体育大会
第74回国民体育大会

(平成31年 7月12日～ 7月14日 福島)
(平成31年10月 1日～10月 7日 茨城)

ボウリング競技 岩手県選考会
開催要項
◆ 成年男子・成年女子：18歳以上各4名
【選考会】
1. 平成31年4月7日(日)
会場： 盛岡市；盛岡スターレーン
2. 平成31年4月21日(日) 第9回県連理事長杯争奪選手権大会
会場： 盛岡市；盛岡スターレーン
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◎ 標記の大会の岩手県代表選手に認定されると，一定のメニューに沿った以下
の強化事業(体力測定を含む)への参加すること。
1. 東北総体 期日； 5月下旬から大会前
平成31年5月12日(日)
平成31年6月22日(土)
平成31年6月23日(日)
2. 国

◎
◎
◎
◎

選手選考会成績を参考に代表選手4名と補欠選手1名を選考する。
東北総体前の強化事業3回の内2回以上参加すること。
県外大会へ積極的に参加すること。
試合においては、規模を問わず常に優勝を目指し、それに準ずる
結果を追求すること。
◎ ナショナルチームメンバーは選考会開催日にメンバー活動が
ある場合はメンバー活動を優先とする。
◎ 常任理事会で岩手県代表選手，補欠選手を決定する。

体 期日； ７月下旬から大会前

◎ 岩手県代表選手への補助
1. 岩手県ボウリング連盟と国民体育大会強化委員会から
標記大会の参加費
標記大会強化練習のゲーム料，旅費，宿泊費
強化指定県外大会派遣費

2. 岩手県から
東北総合体育大会参加のための旅費，宿泊費
国民体育大会参加のための旅費，宿泊費
◆ 少年男子・少年女子：各2名
【選考会】
期日，ゲーム数
1. 平成31年4月27日(土) 会場： 盛岡市；盛岡スターレーン
2. 平成31年4月28日(日) 第21回岩手県中学生・高校生ボウリング競技会
会場： 盛岡市；盛岡スターレーン
◎
◎
◎
◎
◎

選手選考会成績を参考に代表選手2名と補欠選手1名を選考する。
東北総体前の強化事業3回の内2回以上参加すること。
東北中学生高校生選手権大会に参加すること。
全日本中学選手権大会又は全日本高校選手権大会に参加すること。
ナショナルチームメンバーは選考会開催日にメンバー活動が
ある場合はメンバー活動を優先とする。
◎ 常任理事会で岩手県代表選手，補欠選手を決定する。
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◎ 参加資格・年齢基準
1. 成年男子・成年女子
平成13年4月1日以前に生まれた者とする
「居住地を示す現住所」、「勤務地」、のいずれかから参加する場合は、
平成31年4月30日以前から本大会参加時まで、引き続き当該地に、それ
ぞれ居住、又は勤務していなければならない。
ただし、成年種別の選手が属する都道府県として「ふるさと」を選択する
場合この限りではない。
2. 少年男子・少年女子
平成13年4月2日以降に生まれた者で平成16年4月2日～平成17年4月1
日までの間に生まれた中学3年生を含む ものとする。ただし，中学2年生
以下の生徒及び児童は参加することができない。
「一家転住」を利用する場合は事前に手続きを完了し、提出すること。
以上，選考会に参加する選手は岩手県代表と成り得た後の，心構えと本大会お
よび強化練習の日程をふまえ，チームメンバー同士で切磋琢磨し、個々のスキル
を高めつつ、チームとして協調した行動をとること。個々の学業・勤務の調節と
体調の自己管理をして臨むこと。

第46回東北総合体育大会 成年選考会①
開催要項
開催期日： ①平成31年4月7日(日)

8:00集合

競技開始

8:30

競技会場： 盛岡スターレーン
盛岡市中野1丁目 20-7 TEL 019-651-8123

競技種目： 男女別個人戦
競技方法： 1.種別毎に３ゲーム３回戦（1ゲーム移動）の９ゲーム競技
を行う。
2.当日抽選によりレーン配当する。
3.2回目選考会は、平成31年4月21日(日)第9回岩手県ボウリ
ング連盟理事長杯争奪ボウリング選手権大会を兼ねる。
4.選手選考は，合計得点を参考に代表選手4名と補欠選手を
常任理事会で決定する。

参加資格： JBC登録会員で平成13年4月1日以前に生まれた者
東北総体前3回の強化事業の内、2回以上参加出来る者
「居住地を示す現住所」、「勤務地」、のいずれかから参加する場
合は、平成31年4月30日以前から本大会参加時まで、引き続き当
該地に、それぞれ居住、又は勤務していなければならない。
ただし、選手が属する都道府県として「ふるさと」を選択する場合
この限りではない。「ふるさと制度」を利用する場合は、事前に手
続きを完了し、提出すること。

参 加 費： 5,000円
申込締切： 平成31年4月1日(月)15時までにFAXまたはメールで申し込みすること
申 込 先： 盛岡市津志田中央三丁目17番5号
とちない脳神経外科クリニックビル3F 岩手県ボウリング連盟
TEL 080－4510－8823 FAX 019－661－7836
E-mail：jbciwate-info@jbc-iwate.com

本 大 会： 第46回東北総合体育大会ボウリング競技
平成31年7月12日(金)～7月14日(日) 福島県

第9回岩手県ボウリング連盟理事長杯争奪ボウリング選手権大会
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2019選考会
第52回全日本シニア選手権大会選考会
第32回オールジャパンレディストーナメント選考会
第56回東日本選手権大会選考会

開催要項
開催期日： 平成31年4月21日(日)
競技会場： 盛岡スターレーン
盛岡市中野1丁目 20-7 TEL 019-651-8123
競技種目： 男女混合個人戦
競技方法： 1)男女混合で３ゲーム３回戦（1ゲーム移動）の９ゲーム競技を行い，総得点により
順位を決定する．
褒

賞： 1)優勝～第6位
2)個人ハイゲーム，個人ハイシリーズ

ハンディキャップ：平成31年4月1日現在の満年齢
ジュニア 49歳以下 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳
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参加資格： 平成31年度JBC登録会員
参 加 費 ： 個人正会員,実業団会員
個人普通会員
ジュニア会員,高校会員

1人 6,300円(大会会費 1,800円 参加費 4,500円)
1人 6,800円(大会会費 2,300円 参加費 4,500円)
1人 4,800円(大会会費 1,200円 参加費 3,600円)

申込締切： 平成31年4月12日(金)
申 込 先 ： 盛岡市津志田中央三丁目17番5号
とちない脳神経外科クリニックビル3F 岩手県ボウリング連盟
FAX 019－661－7836
E-mail：jbciwate-info@jbc-iwate.com
大 会 日 程 ： 選手集合・受付
開会式
個人戦A組1回戦
個人戦B組1回戦
個人戦A組2回戦
個人戦B組2回戦
個人戦A組3回戦
個人戦B組3回戦
表彰式･閉会式

8:30
8:45
9:00～10:15
10:20～11:35
11:40～13:05
13:10～14:25
14:30～15:45
15:50～17:05
17:20～17:40

《 注 意 事 項 》 ※ユニホームは，県連盟制定のものを着用のこと．高校ユニホームは，県連盟制定のものとして

着用を認める．
※オールジャパンレディストーナメント，東日本選手権，全日本シニア選手権，日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰ
ｽﾞ代表選手は，参加申込締切までに月平均10ゲーム以上消化していること．

本 大 会 ： 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2019東北ﾌﾞﾛｯｸ大会
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2019岐阜大会
第32回オールジャパンレディストーナメント
第56回東日本選手権大会
第52回全日本シニア選手権大会

平成31年5月25日(土)～5月26日(日)

岩手県

平成31年9月20日(金)～9月23日(月)

岐阜県

平成31年6月 7日(金)～6月 9日(日)

愛媛県

平成31年6月28日(金)～6月30日(日)

茨城県

平成31年6月21日(金)～6月23日(日)

愛知県

第46回東北総合体育大会 少年選考会①
開催要項
開催期日： 平成31年4月27日(土)

9:00集合

競技開始

9:30

競技会場： 盛岡スターレーン
盛岡市中野1丁目 20-7 TEL 019-651-8123

競技種目： 男女別個人戦
競技方法： １．種別毎に3ゲーム3回戦（1ゲーム移動）の9ゲーム競技を
行う。
２．当日抽選によりレーン配当する。
３．2回目選考会は、平成31年4月28日(日)第21回岩手県中学
生・高校生ボウリング競技会を兼ねる。
４．選手選考は、合計得点を参考に代表選手２名と補欠選手
を常任理事会で決定する。

参加資格： JBC登録会員で平成13年4月2日以降に生まれた者
東北総体前3回の強化事業の内、2回以上参加出来る者
平成16年4月2日～平成17年4月1日までの間に生まれた中学3年
生を含むものとする。ただし、中学2年生以下の生徒及び児童は
参加することができない。
「一家転住」を利用する場合は事前に手続きを完了し、提出する
こと。

参 加 費： 4,000円
申込締切： 平成31年4月22日(月)15時までにFAXまたはメールで申し込みすること
申 込 先： 盛岡市津志田中央三丁目17番5号
とちない脳神経外科クリニックビル3F 岩手県ボウリング連盟
TEL 080－4510－8823 FAX 019－661－7836
E-mail：jbciwate-info@jbc-iwate.com

本 大 会： 第46回東北総合体育大会ボウリング競技
平成31年7月12日(金)～7月14日(日) 福島県

第21回岩手県中学生・高校生ボウリング競技会
第18回東北中学生高校生選手権大会選考会
第46回東北総合体育大会 少年選考会②
文部科学大臣杯争奪第43回全日本中学選手権大会選考会
JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第43回全日本高校選手権大会選考会

開催要項
開催期日： 平成31年4月28日(日)
競技会場： 盛岡スターレーン
盛岡市中野1丁目 20-7 TEL 019-651-8123
競技種目： 男女別個人戦
競技方法： 1)男女別で9ゲームの競技を行い，総得点により順位を決定する．
2)東北総合体育大会選考会は別に定める．
3)全日本中学・高校選手権大会の代表選手は9ゲームの得点を参考に選考する．
褒

賞： 1)中学男女別 優勝～第3位，個人ハイゲーム，個人ハイシリーズ
2)高校男女別 優勝～第3位，個人ハイゲーム，個人ハイシリーズ
参加資格： 平成31年度JBC登録会員
1)東北総合体育大会ボウリング競技 少年選考会は別に定める．
2)全日本中学ボウリング選手権大会、東北中学生選手権大会
平成16年4月2日以降に生まれ中学に在学中の者
3)全日本高校ボウリング選手権大会、東北高校生選手権大会
平成13年4月2日から平成16年4月1日までに生まれ高校に在学中の者
参 加 費 ： ジュニア会員,高校会員

1人 4,800円(大会会費 1,200円 参加費 3,600円)

申込締切： 平成31年4月19日(金)
申 込 先 ： 盛岡市津志田中央三丁目17番5号
とちない脳神経外科クリニックビル3F 岩手県ボウリング連盟
FAX 019－661－7836
E-mail：jbciwate-info@jbc-iwate.com
大 会 日 程 ： 選手集合・受付
開会式
個人戦1回戦
個人戦2回戦
個人戦3回戦
表彰式･閉会式

8:30
8:45
9:00～10:15
10:25～11:40
12:40～14:05
14:20～14:40

平成31年7月12日(金)～7月14日(日) 福島県
本 大 会 ： 第46回東北総合体育大会ボウリング競技
平成31年6月15日(土)～6月16日(日) 福島県
第18回東北中学生高校生選手権大会
文部科学大臣杯争奪第43回全日本中学ボウリング選手権大会
平成31年7月22日(月)～7月24日(水) 京都府

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第43回全日本高校選手権大会選考会
平成31年7月29日(月)～7月31日(水) 神奈川県

