
関西学生ボウリング協議会

〒581-0020  八尾市曙川東4丁目105    
☎072-997-3418  FAX072-997-3418

会　　　長　米　澤　　　満

会　　長　中　里　則　彦
事務局  　  　　　　　　　　　　　　  
〒140-0004  東京都品川区南品川2-2-10

      南品川Nビル 3階
☎03-6433-0450  FAX03-6433-0451

https://bowling.or.jp

日本ボウリング場協会公　　益
社団法人

〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-1    
   静岡新聞社内   

☎054-260-6560  FAX054-260-6561
http://www.bpas.jp

静岡県ボウリング場協会

会　　長　鈴　木　美　佳 会　　長　秀　嶋　康　成

福岡県公認ボウリング場協会

〒811-2413　　　   　　　　   
福岡県糟屋郡篠栗町尾仲1187-1
☎092-410-6911 FAX092-410-6912

〒160-0013  東京都新宿区霞ヶ丘町4－2
　　　　　　    Japan Sport Olympic Square5F   
☎03-6804-5605  FAX03-6804-5606

http://www.jbc-bowling.or.jp

会　　長　北　川　　　薫

全日本ボウリング協会公　　益
財団法人

会　　長　不　破　伸　二

神奈川県ボウリング連盟

〒212-0016 川崎市幸区南幸町1-2
☎044-555-5125  FAX044-555-5126

会　　長　田　口　隆　夫
理 事 長　柳　川　弘　行

三重県ボウリング連盟

〒513-0803  三重県鈴鹿市三日市町1880-6
☎059-382-4445  FAX059-382-8224

http://jbc-mie.jp/

株式会社
イースタン・スポーツ

〒151-0053  東京都渋谷区代々木2-11-15
　　 　　新宿東京海上日動ビル9F

☎03-3379-7333  FAX03-3320-4126
https://www.starlanes.co.jp

代表取締役
社　　　長 中　野　　　明

会　　長　太　田　英　夫

四国ボウリング場協会協議会
香川県ボウリング場協会

事務局     　    　　　　　　　　　　　
〒760-0011  香川県高松市浜ノ町59-10
       　　  シーサイドボウル高松内

☎087-851-8585  FAX087-826-2603
www.k-bowling.jp

会　　長　丹　羽　秀　樹

愛知県ボウリング連盟

〒453-0044  名古屋市中村区鳥居通4-21
☎052-433-9910  FAX052-433-9911

榎　本　雄　司

株式会社ユージック
インターナショナル

〒550-0002  大阪市西区江戸堀1-23-19
 　　　　 グラン・ビルド江戸堀806

☎06-4803-0205  FAX06-4803-0306
http://www.bowling-usic.com

代表取締役

代表取締役
社　　　長 伊　東　正　美
〒143-0021  東京都大田区北馬込1-1-1
☎03-5718-7111（大代表）FAX03-5718-7112

http://www.absbowling.co.jp/

株式会社アメリカン
  　ボウリングサービス

東海ボウリング場協会

〒492-8164 愛知県稲沢市井之口六坪町80－1
☎0587-24-1147  FAX0587-24-1148
http://www.tokai-bowling.com

会　　長　黒　川　賢　蔵

セブン
ア　ル　ゴ　7

〒561-0832　大阪府豊中市神州町1-15
　　　　  アルゴセブンビル2F 

☎06-6335-0033  FAX06-6335-0222

代表取締役社長　八　城　栄　子

ボウリング、カラオケ、レストラン、さぬき亭
ゲームセンター、P&Sレジャー、あるごの湯

船　木　　　寛代表取締役

株式会社  ファンキー

〒010-0921  秋田市大町5丁目2番43号
☎018-862-2367  FAX018-864-9571

〒400-0105  山梨県甲斐市下今井3681-1
☎0551-28-3300  FAX0551-28-3301

株式会社  大　統
ダイトースターレーン

代表取締役
社 　 　 長　水   上   信　哉

神崎川ダイドーボウル

〒532-0032  大阪市淀川区三津屋北2-14-18
☎06-6309-8771  FAX06-6308-1416

支　配　人　椎　野　昇　次
専属プロボウラー　末　武　早　苗

エースランド株式会社
宮 崎 エ ースレーン

〒880-0812  宮崎市高千穂通1-3-22    
　        エースランド内 1F    

☎0985-25-6262  FAX0985-25-5305

代表取締役
社　　　長 藤　元　良　一

会　　　長　具志堅　用　高
〒151-0053  東京都渋谷区代々木2-11-15
新宿東京海上日動ビル9F  ㈱イースタンスポーツ内
☎03-3379-7333  FAX03-3320-4126
https://www.starlanes.co.jp/

スターレーン経営者協議会
理　事　長　中　野　　　明
全国スターレーンクラブ

〒358-0026  埼玉県入間市小谷田1262-2
フジボウル内  

☎04-2934-4142  FAX04-2934-7155
https://japanbowlingpromotion.com/

ジャパンボウリングプロモーション
株式会社

木　下　新一郎代表取締役

〒144-0052　東京都大田区蒲田5-33-4
川名ビル2F

☎03-3733-5888  FAX03-3733-5893
http://abbf.sakura.ne.jp/

全国実業団ボウリング連盟

理　事　長　青　柳　　　豊

会　　長　藤　元　良　一

九州ボウリング場連合協議会

〒811-2413　　　　   
福岡県糟屋郡篠栗町尾仲1187-1
☎092-410-6911 FAX092-410-6912

関東ボウリング場協会

〒140-0004  東京都品川区南品川2-2-10
    南品川Nビル 3階

☎03-6433-3357  FAX03-6433-3257

会　　長　武　田　　竜

〒105-0023　東京都港区芝浦1-13-10
　　　　東京ポートボウル内

☎・FAX03-3454-7488                     

プロショップナカライ

代　　表　半　井　　　清

本社 〒222-0035　　　　　　　  　　　 
神奈川県横浜市港北区鳥山町1259　　  
☎045-471-9445  FAX045-471-9447

https://hi-sp.co.jp/

株式会社ハイ･スポーツ社
会　　　長　川　島　幸一郎
代表取締役　川　島　一　男

会　　長　財　津　澄　子

東京ボウリング場協会

〒140-0004  東京都品川区南品川2-2-10
    南品川Nビル 3階

☎03-6433-3357  FAX03-6433-3257

理　事　長　白　石　雅　俊

日本ボウラーズ連盟

〒101-0064  東京都千代田区神田猿楽町
　　　　 　2丁目2-6 畑山第1ビル2F
☎03-3295-7702　FAX03-3295-5874

https://nbfgr.jp/

〒105-0023  東京都港区芝浦1-13-10
　　 第三東運ビル2F

☎03-6436-0310  FAX03-3454-6140
https://www.jpba1.jp

会　　長　谷　口　　　健

日本プロボウリング協会公　　益
社団法人

〒222-0035　　　　　　　　　　
神奈川県横浜市港北区鳥山町1259
㈱ハイ・スポーツ社内
☎03-3371-2735 FAX 03－3371－2735

日本ボウリング商工会

理　事　長　川　島　一　男 高　橋　節　雄代表取締役

レジェンドスター株式会社

〒182-0012  東京都調布市深大寺東町8-2-9
☎042-480-2341  FAX042-480-2344

http://www.legend-star.com

記念品･贈答品･ボウリング用品  総合卸

〒839-0803　　　　　　　　　　　　  
福岡県久留米市宮ノ陣町大杜1123-2　　
☎0942-34-7394  FAX0942-32-0085

代　　　表　赤　司　冨　夫

光　　　  商  　　　事

日本ヱボナイト株式会社

〒144-0056  東京都大田区西六郷4-36-5
☎03-3731-2271  FAX03-3731-2274

http://www.nichi-ebo.co.jp

代表取締役
社　　　長　加　藤　　　章

代　　表　磯　　　武　博
〒669-5232  兵庫県朝来市和田山町寺内148
☎･FAX079-675-2946（自宅）079-675-2321（工場）

磯　　　商　　　会
ピンメンテナンス

〒320-0846  栃木県宇都宮市滝の原2-4-40
☎028-635-1711  FAX028-636-8040

http://www.toyobowl.co.jp

ト ー ヨ ー ボ ウ ル
宇都宮第ニ

池　田　恵　子代表取締役
〒252-0231　　　　　　　　　　　　　 
 神奈川県相模原市中央区相模原2-7-4　　　
☎042-755-1110  FAX042-755-1100

http://www.parklanes.co.jp

中　里　則　彦代表取締役
社　　　長

相模原パークレーンズ

ダンコーエンボウル

金剛商事株式会社　　　　　　　　　　　
〒414-0027  静岡県伊東市竹の内1-3-16
☎0557-37-1512  FAX0557-36-6621

　北　岡　貴　人代表取締役
社　　　長

毎日企業株式会社
毎日ボウルグループ

〒431-3122  浜松市東区有玉南町1867
☎053-472-8201  FAX053-472-5745
http://www.mainichibowl.co.jp

吉　崎　敬　次代表取締役
専務取締役 鈴　木　美　佳
プロボウラー・手塚順己 / 西川英昭 / 村松賢季 / 松下聖子

株式会社マルヰ
山形ファミリーボウル

〒990-0821  山形県山形市北町2丁目2-45
☎023-684-1601  FAX023-684-5055

代表取締役
社　　　長 井　上　智　之

株式会社グランド六甲 
神戸六甲ボウル

〒657-0035  
兵庫県神戸市灘区友田町5丁目2-1
☎078-841-3151  FAX078-811-3392

波　多　達　也取締役社長

〒760-0055　香川県高松市観光通2-10-15
☎087-833-0300  FAX087-833-0382

〒702-8058　岡山市並木町2-14-15　 
☎086-265-5656  FAX086-264-5036

太　洋　ボ　ウ　ル

ネ グ ザ ス ボ ウ ル

〒719-1142　岡山県総社市秦1215　   
☎0866-95-8811  FAX0866-95-8381

http://www.santopia.info

サントピア岡山総社
HOTEL & RESORT
西日本最大級レジャープール

そう   じゃ

会　       長　樋　口　高　良
代表取締役社長　樋　口　哲　也

太洋開発株式会社

全日本学生ボウリング連合

会　　長　吉　岡　英　隆

〒160-0013  東京都新宿区霞ヶ丘町4－2
Japan Sport Olympic Square5F511号室

(公財)全日本ボウリング協会内

事務局   　　　　　　　　　　　　　　　
〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70

　　　　　京都府スポーツセンター
　　　　　  京都府ボウリング連盟内　    
☎075-681-1180  FAX075-681-1194

https://kansai-bowling.com

会　　長　田　坂　幾　太
関西ボウリング連盟

〒812-0017  福岡市博多区美野島2-5-17
   吉弘ビル302号

☎092-433-6165  FAX092-433-6166

福岡県ボウリング連盟

会　長　山　崎　　拓

〒060-0063  北海道札幌市中央区南三条西
　　　3丁目 三信ビル4F    

☎011-210-7127  FAX011-210-7128
http://www.bpah.sakura.ne.jp

北海道ボウリング場協会
一般社団法人

黒　田　信　幸代表理事

〒103-0027  東京都中央区日本橋2丁目
            1－17　丹生ビル2F
rela_love@outlook.jp

株式会社BELL

代表取締役社長　鈴  木     馨

第58回全日本大学選手権

第54回全日本プロ選手権

謹賀新年令和３年
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