
■全国大会（JBC主管）
《2020年》 令和元年12月20日現在
期日 大会名・事業名 開催地 会場
4月11日～12日 JBC公認第1種・第2種審判員昇格講習会 大阪府豊中市 神崎川ダイドーボウル会議室
4月23日 公認ドリラー有資格者研修会　義務研修会 北海道千歳市 千歳フジボウル
4月25日～29日 全日本ナショナルチームメンバー強化合宿 群馬県太田市 ドリームスタジアム太田
5月11日 公認ドリラー有資格者研修会　義務研修会 群馬県高崎市 パークレーン高崎

5月15日～17日
NHK杯
第54回全日本選抜選手権大会

埼玉県狭山市 新狭山グランドボウル

5月24日 JBC公認第3種審判員認定会（東日本地区） 東京都千代田区 貸教室・貸会議室内海
5月27日 JBC理事会 東京都港区 仏教伝道センター会議室

5月29日～31日
経済産業大臣杯
第46回全日本実業団産業別選手権大会

京都府宇治市
キョーイチボウル宇治
ピュタボウル宇治東

6月5日～7日 第33回オールジャパンレディストーナメント 栃木県足利市 足利スターレーン
6月11日 JBC定時評議員会 東京都港区 仏教伝道センター会議室
6月11日 JBC理事会 東京都港区 仏教伝道センター会議室
6月12日～14日 第53回全日本シニア選手権大会 愛知県稲沢市 稲沢グランドボウル
6月19日～21日 第57回東日本選手権大会（北海道） 北海道千歳市 千歳フジボウル
6月19日～21日 第57回西日本選手権大会（九州） 鹿児島県鹿児島市 サンライトゾーン
6月27日 JBC公認第3種審判員認定会（西日本地区） 大阪府豊中市 神崎川ダイドーボウル会議室
7月4日～14日 第26回アジア選手権大会 中国香港
7月18日 ボウリング教室（キャラバン隊） 香川県高松市 太洋ボウル

7月21日～23日
文部科学大臣杯
第44回全日本中学選手権大会

京都府宇治市 キョーイチボウル宇治

7月26日～8月6日 第29回東アジア選手権大会 中国 （上海）
7月31日～8月1日 ジュニアジャパン認定会（西日本地区） 福岡県福岡市 フラワーボウル
8月8日～15日 第21回アジアスクール選手権大会 フィリピン （マニラ）

　　　～
U22 6th Fukuoka Summer Cup 2020
sponsored by STORM

8月13日～14日 ジュニアジャパン認定会（東日本地区） 群馬県高崎市 パークレーン高崎

8月17日～19日
JOCジュニアオリンピックカップ
第44回全日本高校選手権大会

神奈川県川崎市 川崎グランドボウル

8月22日～23日 第11回全日本小学生競技大会 愛知県稲沢市 稲沢グランドボウル
8月31日 公認ドリラー有資格者研修会　義務研修会 愛知県稲沢市 稲沢グランドボウル

9月11日
ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2020
決勝大会（男女シニア部門、男女グランドシニア部門）

滋賀県大津市
ラウンドワンスタジアム
浜大津アーカス店

9月12日
ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2020
決勝大会（男女レギュラー部門）

滋賀県大津市
ラウンドワンスタジアム
浜大津アーカス店

9月18日～21日 日本スポーツマスターズ2020愛媛大会 愛媛県松山市 キスケKIT
10月2日～8日 第75回国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体） 鹿児島県鹿児島市 サンライトゾーン
10月13日 公認ドリラー有資格者研修会　義務研修会 宮崎県宮崎市 宮崎エースレーン
10月16日～18日 第11回東日本シニア選手権大会（東海） 静岡県浜松市 浜松毎日ボウル
10月16日～18日 第11回西日本シニア選手権大会（近畿） 滋賀県彦根市 ラピュタボウル彦根
10月31日～11月2日 第49回全国都道府県対抗選手権大会 三重県津市 津グランドボウル
11月7日 ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2020 FINAL 東京都江東区 ラウンドワン南砂店
11月13日～15日 第53回全日本新人選手権大会 兵庫県神戸市 神戸六甲ボウル
11月21日～23日 第53回全日本実業団選手権大会 富山県富山市 富山地鉄ゴールデンボウル
11月21日～23日 ジュニアジャパン合宿 静岡県伊東市 ＤＨＣ赤沢ボウル

11月28日～30日
文部科学大臣杯
第58回全日本大学選手権大会（関東）

神奈川県川崎市 川崎グランドボウル

11月30日 公認ドリラー有資格者研修会　義務研修会 広島県広島市 可部ボウル
12月5日 ボウリング教室（キャラバン隊） 山口県下関市 下関ロイヤルボウル
12月6日 ボウリング教室（キャラバン隊） 福岡県福岡市 フラワーボウル
12月7日 公認ドリラー有資格者研修会　義務研修会 兵庫県神戸市 神戸六甲ボウル
12月12日 ボウリング教室（キャラバン隊） 奈良県大和高田市 オプトボウルタカダ
12月13日 ボウリング教室（キャラバン隊） 兵庫県神戸市 神戸六甲ボウル

12月18日～20日
文部科学大臣杯
第27回全国高等学校対抗選手権大会

三重県津市 津グランドボウル

《2021年》
期日 大会名・事業名 開催地 会場
1月18日～19日 公認ドリラー有資格者研修会　ブロンズコース 神奈川県横浜市 スポルト八景ボウル
1月20日～21日 公認ドリラー有資格者研修会　シルバーコース 神奈川県横浜市 スポルト八景ボウル
1月22日～24日 第49回全日本クラブ対抗選手権大会 東京都東大和市 東大和グランドボウル
1月29日～31日 第38回全日本実業団都市対抗選手権大会 広島県福山市 キャッスルボウル福山
2月8日 公認ドリラー有資格者研修会　義務研修会 沖縄県

2月12日～14日
JBC会長杯
第36回全日本年齢別選手権大会

福島県郡山市 ボウルアピア郡山

2月18日～20日 第52回全日本大学個人選手権大会（近畿） 京都府宇治市 キョーイチボウル宇治

3月18日～21日
文部科学大臣杯
第59回全日本選手権大会

愛知県稲沢市 稲沢グランドボウル



■東北大会（東北地区連合主管）
《2020年》 令和元年12月20日現在
期日 大会名・事業名 開催地 会場
4月11日～12日 第40回東北選抜選手権大会 青森県八戸市 ゆりの木ボウル
5月9日～10日 第2５回東北実業団競技大会 宮城県仙台市 タイトーボウルグルーバーズ
5月23日～24日 日本マスターズ2020愛媛大会東北ブロック大会 秋田県秋田市 ラウンドワンスタジアム秋田店
6月13日～14日 第19回東北中学生高校生選手権大会 山形県山形市 山形ファミリーボウル

7月10日～12日
第47回東北総合体育大会
兼第73回国民体育大会東北ブロック大会

山形県山形市 山形ファミリーボウル

8月29日～30日 第42回東北社会人選手権大会 福島県郡山市 ボウルアピア郡山
9月12日～13日 第47回東北実業団選手権大会 宮城県石巻市 プレナミヤギ
9月26日～27日 第40回東北シニア選手権大会 秋田県秋田市 ラウンドワンスタジアム秋田店
10月24日～25日 第47回東北選手権大会 岩手県盛岡市 盛岡スターレーン



■岩手県
《2020年》 令和元年12月20日現在
期日 大会名・事業名 開催地 会場
4月4日 東北総体選考会

4月5日

第22回県中学生高校生競技会
兼
東北中学生高校生選手権大会選考会
全日本中学選手権大会選考会
全日本高校生選手権大会選考会

盛岡市 盛岡スターレーン

4月5日
第10回県小学生競技会
兼
全日本小学生競技大会選考会

盛岡市 盛岡スターレーン

4月5日 東北総体選考会 盛岡市 盛岡スターレーン

4月19日

第10回県連理事長杯争奪選手権大会
兼

 オールジャパンレディストーナメント選考会
 東日本選手権大会選考会

 日本スポーツマスターズ選考会
 全日本シニア選手権大会選考会

盛岡市 盛岡スターレーン

4月29日
理事会
定時代議員総会

6月28日
第31回県社会人選手権大会
兼
東北社会人選手権大会選考会

6月28日 第32回県実業団競技会
7月4日～5日 第72回県民体育大会

8月2日

第38回県2人チーム選手権大会
兼
全国都道府県対抗選手権大会選考会
東日本シニア選手権大会選考会
東北シニア選手権大会選考会

9月6日

第32回県連会長杯争奪選手権大会
兼
東北選手権大会選考会
全日本新人選手権大会選考会

10月11日
第34回県3人チーム選手権大会
兼
全日本年齢別選手権大会選考会



11月22日
第34回県4人チーム選手権大会
兼
全日本クラブ対抗選手権大会選考会

12月13日 第47回県選手権大会
《2021年》
期日 大会名・事業名 開催地 会場

1月10日
第23回県年齢別選手権大会前半戦
兼
全日本選手権大会選考会

2月7日 第23回県年齢別選手権大会後半戦
3月7日 第36回岩手県知事杯争奪選手権大会



■青森県
《2020年》 令和2年2月19日現在
期日 大会名・事業名 開催地 会場

4月5日

令和2年度青森県春季競技大会
兼
オールジャパンレディストーナメント選考会
全日本シニア選手権大会選考会
東日本選手権大会選考会①

弘前市 弘前ファミリーボウル

4月19日 青森県連代議員総会 青森市
青森県総合社会教育センター
第3研修室予定

4月26日 東北総体第一次青森県予選会（少年・成年の部） 青森市 アオモリボウル

4月26日

青森県小学生・中学生競技会
兼
全日本小学生競技会選考会
全日本中学生選手権大会選考会
東北中学生選手権大会選考会

青森市 アオモリボウル

4月26日 日本スポーツマスターズ青森県予選会 青森市 アオモリボウル
5月2日～3日 第19回青森県春季高等学校選手権大会 三沢市 三沢ボウル
5月31日 東北総体第二次青森県予選会（少年・成年の部） 三沢市 三沢ボウル

6月6日～7日
第73回青森県高等学校総合体育大会
兼
東北高校選手権大会選考会

八戸市 ゆりの木ボウル

6月7日
青森県シニア競技会
兼
東北シニア選手権大会選考会①

三沢市 三沢ボウル

6月21日
青森県社会人選手権大会
兼
東北社会人選手権大会選考会

つがる市 サンサンボウル

6月27日～28日 県外強化合宿　東北総体参加者（補欠を含む） 山形市 山形ファミリーボウル

6月28日

青森県実業団競技会
兼
東北実業団選手権大会選考会
全日本実業団選手権大会選考会

弘前市 アサヒボウル

7月5日 第13回ふれあいボウリング（青森会場） 青森市 アオモリボウル
7月5日 第13回ふれあいボウリング（八戸会場） 八戸市 ゆりの木ボウル
7月5日 第13回ふれあいボウリング（弘前会場） 弘前市 弘前ファミリーボウル



7月19日

青森県2人チーム選手権大会
兼
東北シニア選手権大会選考会②
東日本シニア選手権大会選考会①
東北選手権大会選考会①

弘前市 弘前ファミリーボウル

7月25日～26日 第74回市町村対抗青森県民体育大会 青森市 アオモリボウル
8月23日 第23回青森県知事杯争奪大会 青森市 アオモリボウル

8月30日
青森県新人戦大会
兼
全日本新人選手権大会選考会

つがる市 サンサンボウル

9月6日

青森県選手権大会
兼
東日本シニア選手権大会選考会①
東北選手権大会選考会②
全日本選手権大会選考会①

三沢市 三沢ボウル

9月12日～13日 第二次県内強化合宿　国体参加者 弘前市 アサヒボウル
9月20日 青森県障害者スポーツ大会ボウリング競技 青森市 アオモリボウル
10月17日 第27回全国高等学校対抗選手権大会青森県予選会 青森市 アオモリボウル

10月31日～11月1日
第19回青森県高等学校新人選手権大会
兼
春高ボウル石川大会青森県予選会

弘前市 弘前ファミリーボウル

11月8日

青森県連会長杯争奪大会
兼
全日本選抜選手権大会選考会①
東北選抜選手権大会選考会①

つがる市 サンサンボウル

11月22日
青森県クラブ対抗選手権大会
兼
全日本クラブ対抗選手権大会選考会

三沢市 三沢ボウル

12月6日
青森県年齢別選手権大会
兼
全日本年齢別選手権大会選考会

弘前市 アサヒボウル

《2021年》
期日 大会名・事業名 開催地 会場

3月7日

青森県選抜ボウリング選手権大会
兼
全日本選抜選手権大会選考会②
東北選抜選手権大会選考会②

弘前市 アサヒボウル



■宮城県
《2020年》
期日 大会名・事業名 開催地 会場

4月5日
東北総体予選①
（東北総体予選は5回中3回参加各6ゲーム）

仙台市 タイトーボウルグルーバーズ

4月9日 ジャパンレディス予選会 仙台市 タイトーボウルグルーバーズ
4月19日 産別予選＆東北マスターズ予選会 仙台市 タイトーボウルグルーバーズ

4月26日
シニアサーキット①
兼
全日本シニア選手権大会予選会

仙台市 コロナキャットボウル仙台店

5月3日 東北総体予選② 大河原町 ボウルジャンボフォルテ
5月17日 東北総体予選③ 仙台市 コロナキャットボウル仙台店
5月24日 東北総体予選④ 仙台市 タイトーボウルグルーバーズ
6月7日 東北総体予選⑤ 仙台市 タイトーボウルグルーバーズ
6月14日 東北総体合同練習 仙台市 タイトーボウルグルーバーズ
7月4～5日 東北総体合宿 山形市 山形ファミリーボウル

7月5日
シニアサーキット②
兼
東北シニア選手権大会予選会

大河原町 ボウルジャンボフォルテ

7月19日 宮城県実業団選手権大会 石巻市 プレナミヤギ
7月26日 東北社会人選手権大会予選会 仙台市 タイトーボウルグルーバーズ
7月26日 第5回ジュニア競技大会 仙台市 タイトーボウルグルーバーズ

8月2日
シニアサーキット③
兼
東日本本シニア選手権大会予選会

仙台市 コロナキャットボウル仙台店

8月29～30 王座決定戦①

9月6日

宮城県民体育大会
兼
全国都道府県対抗選手権大会予選会
全日本新人選手権大会予選会
東北選手権大会予選会

仙台市 タイトーボウルグルーバーズ

9月19日～20日 王座決定戦②
9月26日～27日 王座決定戦③

10月11日

宮城県クラブ対抗選手権大会
兼
全日本実業団選手権大会予選会
全日本クラブ対抗選手権大会予選会

石巻市 プレナミヤギ

11月8日 宮城県シニア選手権大会 気仙沼市 気仙沼さくらボウル
11月29日 シニアサーキット④ 石巻市 プレナミヤギ



12月6日
宮城県選手権大会＜男子＞
（宮城県選手権は要項変更予定有り）

仙台市 タイトーボウルグルーバーズ

12月13日
宮城県選手権大会＜女子＞
（宮城県選手権は要項変更予定有り）

仙台市 タイトーボウルグルーバーズ

12月27日
宮城県実業団個人選手権大会
兼
全日本実業団都市対抗選手権大会予選会

大河原町 ボウルジャンボフォルテ

《2021年》
期日 大会名・事業名 開催地 会場
1月10日 全日本年齢別選手権大会予選会 仙台市 タイトーボウルグルーバーズ
2月7日 宮城県3人チーム選手権大会 大河原町 ボウルジャンボフォルテ
2月21日 シニアサーキット⑤ 仙台市 タイトーボウルグルーバーズ
3月13日～14日 ジュニア合宿 仙台市 タイトーボウルグルーバーズ
3月14日 宮城県個人選手権大会 石巻市 プレナミヤギ
3月28日 第6回ジュニア競技大会 仙台市 タイトーボウルグルーバーズ



■福島県
《2020年》
期日 大会名・事業名 開催地 会場

4月5日

第33回福島県チーム選手権大会
兼
国体5次予選会
東日本選手権大会最終予選会
日本スポーツマスターズ予選会
オールジャパンレディス予選会

福島市 からしまボウル福島

4月26日 連盟総会 郡山市 ボウルアピア郡山

5月3日

第73回福島県総合体育大会
兼
国体最終予選会
全日本中高選手権大会予選会
全日本シニア選手権大会予選会
東北選手権大会第1次予選会

郡山市 ボウルアピア郡山

6月28日

第21回福島県社会人チャンピオン決定戦
第23回福島県実業団チャンピオン決定戦
兼
東北社会人予選会
東北実業団予選会
東北選手権大会第2次予選会

会津若松市 ボウルサンシャイン会津若松

7月19日

第33回福島県シニア・女子チャンピオン決定戦
福島県新人・ジュニア競技会
兼
全日本新人選手権大会予選会
東北シニア選手権大会予選会

郡山市 ボウルアピア郡山

8月2日

第33回福島県選抜選手権大会
兼
全日本選手権大会1次予選会
東北選手権大会最終予選会
都道府県対抗予選会

福島市 からしまボウル福島

9月6日

第47回福島県ダブルス選手権大会
兼
全日本選手権大会2次予選会
東日本シニア選手権大会予選会

会津若松市 ボウルサンシャイン会津若松

11月8日
第56回福島県スポーツ大会
兼
全日本選手権大会3次予選会

福島市 からしまボウル福島



11月29日

第30回福島県年齢別選手権大会
兼
全日本年齢別選手権大会予選会
国体1次予選会

福島市 からしまボウル福島

12月6日

第48回福島民報杯争奪競技会
兼
全日本クラブ対抗選手権大会予選会
国体2次予選会

ボウリング王国スポルト平店

《2021年》
期日 大会名・事業名 開催地 会場

1月17日

第21回福島県3人チーム選手権大会
兼
全日本最終予選会
国体3次予選会

郡山市 ボウルアピア郡山

2月21日
第46回福島県シングルス選手権大会
兼
東日本選手権大会1次予選会

福島市 からしまボウル福島

3月7日

第52回福島県選手権大会（シングル・4人）
兼
国体4次予選会
東日本2次予選会

郡山市 ボウルアピア郡山

3月14日 第52回福島県選手権大会（決勝） 郡山市 ボウルアピア郡山
3月28日 審判講習会 郡山市 ボウルアピア郡山


