
トーナメントカレンダー

《アマチュア》
5月13日（金）～15日（日）
5月14日（土）～15日（日）
5月21日（土）～22日（日）
5月27日（金）～29日（日）
6月3日（金）～5日（日）
6月4日（土）～5日（日）
《プロ・オープン》
5月28日（土）～29日（日）
6月7日（火）

JBC ＮＨＫ杯第55回全日本選抜選手権
NBF 第47回西日本選手権
NBF 第47回東日本選手権
JBC 経済産業大臣杯第48回全日本実業団産業別選手権
JBC 第34回オールジャパンレディストーナメント
第54回BPAJ全国競技大会

グリコセブンティーンアイス杯第9回プロアマ
2022下半期女子出場優先順位決定戦

開催日 大会名 開催センター

新狭山グランドボウル（埼玉）
星が丘ボウル（愛知）
ドリームスタジアム太田（群馬）
津グランドボウル（三重）
平和島スターボウル（東京）
ヤングファラオ（長野）

広電ボウル（広島）
稲沢グランドボウル（愛知）

男子・林一樹、女子・河津璃音両選手がＶ
2022オールジャパンボウリングフェスティバル 4月16・17日  サンコーボウル

｢Ｐ★リーグドリームチャレンジ｣
参加予定の女子プロ

最新の技術、豊富な経験を持つ最新の技術、豊富な経験を持つ

ドリラー 6名在籍ドリラー 6名在籍

オンラインショップのパイオニアhttp://parklanes.jp/

JR横浜線・相模原駅徒歩2分

042-755-1110TEL.http://parklanes.jp/

JR横浜線・相模原駅徒歩2分

042-755-1110TEL.

当センター専属プロボウラー

時本美津子プロ
当センター専属プロボウラー

時本美津子プロ
当センター専属プロボウラー

名和 秋プロ
当センター専属プロボウラー

名和 秋プロ
当センター専属プロボウラー

キム スルギプロ
当センター専属プロボウラー

キム スルギプロ

当センター専属プロボウラー

鈴木 理沙プロ
当センター専属プロボウラー

鈴木 理沙プロ
当センター専属プロボウラー

市原 竜太プロ
当センター専属プロボウラー

市原 竜太プロ
当センター専属プロボウラー

永野すばるプロ
当センター専属プロボウラー

永野すばるプロ 江頭 善文統括マネージャー江頭 善文統括マネージャー

当センター専属プロボウラー当センター専属プロボウラー

今すぐアクセス
オンラインショップのパイオニア

JPBAは今秋9月2～4日の3
日間、東京・東大和グランドボ
ウルにて男子公式戦「ウェッブ
アイカップ2022」を開催する。
プロジェクトマネジメントのエ
キスパート・株式会社ウェッブ
アイ（森川勇治社長）が主催する
新設オープントーナメントで、
賞金総額は800万円（優勝
300万円）。プロの参加枠は
150名が予定されている。
同トーナメントの前身は19
年（1月14日、東京ポートボウ
ル）と20年（1月13日、新小岩
サニーボウル）に2度開催され
た同名の承認大会で、女子の鈴
木馨プロ（51期）が代表を務め
る株式会社BELLが企画・運営
に携わったことで話題となっ
た。むろん、鈴木プロは今回も
同様の役割を担う。
5月15日からはアマチュア
予選会（アメリカン方式4Ｇ／
参加費3300円）がスタート。
7月10日までにラウンドワン
南砂店で8回、東大和グランド
ボウルで2回の計10回開催さ

れ、各回の上位2選手、計20
名が本大会に選出される（他に
スポンサー協賛枠から20名を
選出）。
同予選会には本大会のＰＲを
兼ねて毎回ゲストプロ（男子）が
参加。また、選出の対象外だが
女性も参加できるという。
予選会の申し込み・お問い合

わせはウェッブアイ2022大会
事務局webi2022@ymail.ne.jp
まで。なお、予選会場では問い
合わせを受け付けていないの
で、くれぐれもご注意ください。

承認大会から男子公式戦へ！　

            「第1回プロボウラーズ総選挙」実施中！            「第1回プロボウラーズ総選挙」実施中！

第54回BPAJ全国競技大会
（6月4・5日、長野・ヤング
ファラオ）前日の3日夜に同所
で開催される前夜祭イベント
「P★リーグドリームチャレン
ジ」に参加する女子プロの顔ぶ
れが以下のとおり発表された。
P★リーガー（OG含む）＝酒
井美佳／吉田真由美／姫路麗
／名和秋／森彩奈江／岸田有
加／安藤瞳／小林よしみ／小林
あゆみ／渡辺けあき／中野麻理
子／小泉奈津美／寺下智香／
前屋留美／山田幸／久保田彩
花／浅田梨奈／川﨑由意／岩
見彩乃／大嶋有香／尾上萌楓

前記プロに佐藤まさみ、本間
由佳梨、秋光楓、秋山希望、越
智真南、本橋優美、幸木百合菜
を加えた計29選手が参加予定
となっている。

▲全国大会初出場初Ｖの林選手（左）と小2にして全国大会Ｖ2の河津
選手。「明るく楽しく」を標榜するNBFのハンデ戦らしい結果となった
（©NBF）

▲主催社・ウェッブアイの森川社
長は、自身年間2000Ｇを投げる
ボウリング愛好家だ

「ウェッブアイカップ２０２２」情報

日本ボウラーズ連盟（NBF）
の「2022オールジャパンボウ
リングフェスティバル」が4月
16・17の両日、北海道札幌市
の綜合レジャーサンコーボウル
にて行われた。
3年ぶりの開催となった今大
会には男子143名・女子54名
の会員ボウラーが参加。ハン
ディキャップありのシングルス
戦で、男女とも3シフトに分か
れて予選9Ｇを投球し、上位各
30名を3Ｇの決勝に選出。12
Ｇトータルで優勝が争われた。
その結果、男子はトップに

55ピン差の4位で決勝に進出
した林一輝選手（24歳／東京）
が740を打ち、トータル2899
（スクラッチ2767）で逆転優

勝。林選手は全国大会初出場で
のうれしい初戴冠となった。
一方の女子は、小学2年生の

河津凛音選手（大阪）がトータル
2909（同1404）で優勝。同選
手は河津亨至プロ（44期）の愛

娘で、谷口美優・優衣姉妹とと
もに制した昨秋の全日本トリオ
フェスティバルに続く全国大会
2勝目。1Ｇ117ピンのハンデ
をもらっていたとはいえ、相当
な強運の持ち主のようだ。

The Bowling JournalThe Bowling Journal 個人定期購読受付中！
弊紙ボウリングジャーナル

は、施設の老朽化や長引くコロ
ナ禍によって全国でセンターの
閉鎖が相次ぎ、弊紙が愛読者の
手に届きにくくなっている状況
を鑑み、今年度より個人の定期
購読を受け付けています。
購読料は1号350円（送料・

税込）で、定期購読は6カ月

2100円または12カ月4200
円での申し込みとなります。ご
希望の方は弊紙ホームページの
申し込みフォームよりお手続き
ください。ホームページには右
のＱＲコードからも飛ぶことが
できます。
また現在、プロショップナカ

ライ ×ラウンドワン南砂店で

は弊紙の有料テスト販売を
行っております。何とぞご
了承ください。皆様には引
き続きのご愛読を心よりお
願い申し上げます。

あなたの“推しプロ”は誰!?
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(公社)日本ボウリング場協会
（BPAJ）は現在、（公社）日本プ
ロボウリング協会（JPBA）との
共催で「第1回プロボウラーズ
総選挙」と銘打ったキャンペー
ンを実施中だ。
同キャンペーンはBPAJ加盟
センターの来場者に、3Ｇごと
に専用の投票券を配布し、各々
の“推しプロ”に投票してもらお
うという企画（リーグ戦・トー
ナメントでのゲームは対象外）。
投票券を取得した人は、投票す
るプロボウラー名ほかの必要事
項を記入し、投球したセンター
で投票することができる。
投票の締め切りは6月30日

で、期間中は1人何回
でも投票できる。集計
はキャンペーン終了
後に行われ、全国の得
票数1～5位までの男
女プロには賞金が進
呈される（1位賞金は
各30万円）。また、投
票者にも抽選で200
名に、BPAJ加盟セン
ターで使用できる商
品券5000円分のプ
レゼントが用意され
ている。
この機会にぜひ、あ
なたの“推しプロ”に清
き一票を！

2022年5月10日発行 〔７〕The Bowling JournalThe Bowling Journal
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