
トーナメントカレンダー

《アマチュア》

7月16日（土）～17日（日）

7月25日（月）～27日（水）

8月3日（水）～4日（木）

8月6日（土）

8月6日（土）～7日（日）

8月6日（土）～7日（日）

《プロ・オープン》

7月30日（土）～31日（日）

NBF第48回全日本シニア選手権

JBC第46回全日本中学選手権

JBC第46回全日本高校選手権

NBF創立50周年記念大会

JBC第12回全日本小学生競技大会

ABBF第30回四国選手権

大岡産業レディース[THE OPEN]2022

開催日 大会名 開催センター

キャッスルボウル福山（広島）

キョーイチボウル宇治（京都）

稲沢グランドボウル（愛知）

全国ラウンドワン店舗にてオンライン開催　配信店舗：南砂店（東京）

稲沢グランドボウル（愛知）

坂出中央ボウル（香川）

ボウルアロー松原店（大阪）

BOWLEX JAPAN2022 in NAGANO

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

コロナ禍で2年間中止を余儀
なくされ、3年越しで実現した
BOWLEX JAPAN2022 in 
NAGANO。6月3日、JR長野
駅近くのホテルメトロポリタン
長野「浅間」で開催された(公社)
日本ボウリング場協会（BPAJ）
の第11回定時総会では、新た
に21名の新理事（留任含む）が
選任され、武田竜会長(埼玉)、
黒田信幸（北海道）、池田恵子
（栃木）両副会長の新体制が承
認された。
BPAJが公益社団法人化した
2010年以降、6期11年にわ
たって会長職を務めてきた中里
則彦氏（神奈川）は「やり残した
ことは多々あるが、業界全体の
大同団結の姿勢は調えられた。
あとは腕を振って前に進むだ

け」とあいさつ。コ
ロナ禍で大きなダ
メージを負った業
界の再建を武田新
体制に託した。
同夜の懇親会に

は約100名の業界
関係者が参加。着
席スタイルで和洋
折衷のコース料理
が振る舞われたが、
この2年間、賀詞交
歓会などの行事開
催がすべて見送ら
れてきたこともあって、参加者
は食事そっちのけで各テーブル
を回り、久々に再会した人たち
との談笑に興じていた。
また、会期中に長野市内のヤ

ングファラオで開催された「日
本商工会議所会頭杯争奪
第54回BPAJ全国競技大
会」には、47都道府県から
58チーム232名のアマ
チュアボウラーが参加。競
技は男女混合自由編成（年
齢性別・学年別HCあり）の
4人チーム戦で行われ、国
体代表メンバーを中心に女
子のみの編成で臨んだ和歌

定時総会で新理事21名を選任
            全国競技大会は和歌山県が制す

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、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。今号から

VISA、MasterCard、AMEX、
JCB、DinersClub、Discover
でのクレジット決済も可能にな
りましたので、ご利用くださ
い。
なお現在、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。

北海道ボウリング場協会が
ジュニアボウリングアカデミーを開講
北海道ボウリング場協会は、

きたる7月23日、「SORATAK
AKU （そらたかく）北海道ジュ
ニアボウリングアカデミー」と
銘打った1日限りのボウリング
学校を札幌市の厚別パークボウ
ルにて開講する。高校生以下の
ジュニアボウラーが対象で、参
加者を年齢・学年を考慮して4

グループに分け、姫路麗、永野
すばる、川添奨太、本間由佳梨
のトッププロ4講師が1コマ90
分の講義＆レッスンを巡回して
行うという豪華なプログラムだ。
参加費は3000円で、定員は

先着順60名。申し込み・問い
合わせは厚別パークボウル（℡
011・891・5589）まで。

山県チーム（山本菜由、安里紗
希、山﨑京、川口茉紀）が1Ｇ
40ピンのチームＨＣを生かし、
11Ｇ（チーム44Ｇ）トータル
9028のスコアで優勝を飾って
いる。
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順位   　　氏名　   　 期別  　 12Gトータル　アベレージ　優先順位
幸木百合菜（53）　2,769　230.75　67
岩見　彩乃（48）　2,613　217.75　68
小松　　渚（51）　2,611　217.58　69
土屋　佑佳（54）　2,596　216.33　70
倉田　　萌（48）　2,571　214.25　71
横山　実美（54）　2,505　208.75　72
大塚　由奈（50）　2,504　208.66　73
山田　　幸（48）　2,500　208.33　74
秋光　　楓（47）　2,490　207.50　75
秋山　希望（49）　2,489　207.41　76
亀井　智美（39）　2,482　206.83　77
白石　順子（43）　2,480　206.66　78
坂野ニイナ（54）　2,480　206.66　79
吉川　朋絵（38）　2,477　206.41　80
古田　翔子（46）　2,476　206.33　81
廣澤　一美（49）　2,454　204.50　82
河上　未希（37）　2,449　204.08　83
遠藤　未菜（47）　2,445　203.75　84
佐藤由実子（27）　2,444　203.66　85
関根　直子（39）　2,441　203.41　86

●上位20名成績（126名参加）

2022下半期女子出場優先順位決定戦

▲武田新会長（左）と中里前会長（写真は6月3日の
懇親会）

下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦

クレジット決済も可能に

6月17日より全国公開中の
映画「PLAN75」（監督：早川千
絵／主演：倍賞千恵子）は、超
高齢化社会における諸問題解
決のため、75歳から自らの生
死を選択できる制度が施行さ
れた架空の日本を舞台にした作
品。今年の第75回カンヌ映画
祭「ある視点」部門に正式出品さ
れ、カメラドール特別表彰を受
けた国際的な話題作だ。
ちなみに、同作には笹塚ボウ
ル（都内渋谷区）でのロケシーン
が登場する。さまざまな困難に
直面し、制度の利用に踏み切っ
た主人公の老寡婦とサポート役
の若い女性が“禁を破って”直接
対面し、一夜ボウリングに興じ
てさらに心を通わせていくとい
う場面で、エンドロールにも

カンヌ映画祭受賞作に笹塚ボウルが登場！
「笹塚ボウル」がクレジットされ
ている。
劇映画やテレビドラマ、バラ

エティー番組などでボウリング
場が使用されることは珍しくな
いが、今回は国際的な評価を受
けた問題作。おススメです。

2022年度下半期女子トー
ナメント出場優先順位決定戦
（順位戦）が6月7日、愛知・稲
沢グランドボウルに126名の
女子プロがエントリーして行わ
れた。
上位20名の成績

は右表のとおり。今
年の順位戦参加者
の上には、シードプ
ロをはじめ66名の
優先順位確定者が
おり、順位戦の1位
は67番目の優先順
となる。
今年度プロテス

ト合格の54期生は、
トップ合格で順位
戦免除（優先順66
位）の今井双葉を除
く10名が出場。“帰
り新参”土屋佑佳の

4位（優先順70位）を筆頭に横
山実美6位（同72位）、坂野ニ
イナ13位（同79位）と3名が好
位を確保し、今井とともに下半
期レギュラーツアーでの活躍に
期待がかかる。

横山実美ら新人3名が好位を確保

▲第54回BPAJ全国競技大会優勝の和歌山
県チーム（6月5日、ヤングファラオ）
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