平成 31 年 4 月 30 日（通巻第 168 号）

ボウルズ・ジャパン ブリテン
発行元：認定 NPO 法人ローンボウルズ日本

総務部

一般情報など
（１）BJ 役員の新体制が決定
4 月 7 日（日）に名古屋で開催された定期総会および理事会において 2019-2020 年度の
役員、職員等の新体制が次のように決まりました。
監事：小田洋之（留任）
、佐古安弘（留任）
会長：山田 誠（留任）
理事長：奥田 昭（新任）
副理事長：依田成史（再任）、坂本紘一（新任）
事務局：局長 森 紘一（再任） 局員 宮北 茂（留任） 会計 竹内義治（留任）
専門部長：総務

奥田 昭（留任）

普及・広報

黒沢秀行（留任）、

事業開発 山田 誠（留任）

技術・競技

坂本紘一（留任）

国際

障がい者ＬＢ 児島久雄（留任）

合田純二（新任）

（２）2018 年度優秀ボウラーが決定
この制度は「多くのボウラーが目標を持ち、やる気を高め、各種大会への参加意欲を強め、結果と
してローンボウルズ界全体の活性化につながること」を目的として 2017 年度から発足させたもので、
その第 2 回の「優秀ボウラー」が次のとおり決定し、4 月 7 日の理事会において上位者への表彰状
が該当者所属支部長に授与されました。
関東地区ベスト１０
順位

ﾎﾟｲﾝﾄ

１位
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所属ｸﾗﾌﾞ

順位
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依田成史
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森 紘一

学園ﾜｲｽﾞ

13

Alex Hendy

YC&AC

２位

16

奥田 昭
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3位

12

MarcelNieder

YC&AC

3位

15

合田洋子

学園ﾜｲｽﾞ

4位
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松原敬之

東京 LBC

4位

14

合田純二
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小山裕木恵
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関西地区ベスト１０

佐々木裕子

YC&AC

安達順一

YC&AC

田中仁美

東京 LBC

６位

13

氏名

所属ｸﾗﾌﾞ

８位

８

篠山俊介

東京 LBC

８位

12

八杉 瞳

LB 中崎

９位

７

濱田早織

YC&AC

９位

10

前林典子

LB 中崎

松原和子

東京 LBC

横井幸雄

神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ
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全日本ベスト１０
順位

ﾎﾟｲﾝﾄ

1位
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氏名
依田成史
森

3位
５位

16
15
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順位

ＹＬＢＣ

ﾎﾟｲﾝﾄ

６位

14

氏名

所属ｸﾗﾌﾞ

合田純二

学園ﾜｲｽﾞ

植松寿子

兵庫車椅子

AlexHendy

YC&AC

小山裕木恵

LC 京都

紘一

学園ﾜｲｽﾞ

奥田 昭

ＡＬＢＣ

黒原恵子

ｵｰｽﾄﾗﾘｱｸﾗﾌﾞ

田町智之

甲南 LB

合田洋子

学園ﾜｲｽﾞ

野上哲男

ﾀｯﾁｬｰｽﾞ

八杉 瞳

LB 中崎

8位

13

（注）BJ 主催の全国オープン大会、日本選手権大会（予選および本戦）
、国際選手権大会（アジア
大会、アジア太平洋大会、世界大会、World Cup、Champion of Champions）に参加し、
および 3 位以内に入賞したときに、各大会の難易度に比例して決めてあるポイントが与えら
れる。年間の獲得合計ポイントの高い順に，各支部ごとおよび全日本として表彰される。
（３）北海道札幌から小田憲司・美津恵夫妻が明石公園へ来訪
ＢＪ会員有志から中古ボウルを寄付して札幌でのボウルズ普及活動を支援したことを
1 月号（第 165 号）のＢＪブリテン記事で紹介しましたが、その小田夫妻が去る 4 月 5 日（金）
に明石公園グリーンに来訪され丸一日を関西地区のボウラーと一緒に競技を楽しんで帰られま
した。息子さん（三男）が就職して今は明石の近くに住んでいるとのことで会いに来られたと同
時に、協力いただいたことへのお礼も言いたいとのことで顔を出されたものです。
9 ページに、札幌の施設屋内でローンボウルズ体験教室をされている写真を掲載します。
各種イベント等に使われる多目的施設であるために、月に２回程度１リンク分のスペースを予約
できるのがせいぜいであるのが悩みです、とのことでした。
（４）第６回ジャパンオープン国際大会の開催が確定
4 月 15 日付けで独立行政法人日本スポーツ振興センターから上記大会に対する助成金交付の
決定通知が来ましたので、正式に大会開催することが次の通りに決定しました。今回は 2021 年の
ワールドマスターズ関西大会のリハーサル大会をも兼ねているため兵庫県関係者からも関心を持
たれています。
開催日程：10 月 12 日（土）～14 日（月）
開催場所：明石市明石公園ローンボウルズグリーン
競技種目：男女混合トリプルズ（少なくとも 1 名の女子を含むこと）
募集チーム数：14 チーム（海外から 7 チーム、国内から 7 チーム）
これまで 2 年に一度の周期で 5 回の開催を重ねてきていますが、いずれも私たちのおもてなし
の心が効いて、参加した海外チームからは好評を得ており継続を期待する声が大きくて今回も早
くもいくつかの海外チームから申し込みが到着しています。今年も是非、大成功をおさめるよう
に努めたいものです。
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つきましては、国内チームの募集につきましてＢＪ加盟の各クラブのみなさまにお願いいたし
ます。外部に配布する大会パンフレットに選手写真入りのチーム・リストを掲載する関係上から
7 月末までに選手の決定をお願いいたします。関東から 2 チーム、関西から 4 チーム、障がい者
で 1 チームの登録を期待しています。1 クラブから単独で 1 チームを出すことが容易でないと予
想されますので、クラブを越えての混成チームを編成することを推奨します。
登録費は普段の大会よりは高額になっていますが、これには記念品や 3 日間の昼食弁当代および
最終日の表彰パーティの費用も含まれているためであることをご理解ください。
また、毎回のことですが協賛金の募集についても協力をお願いする次第です。
大会開催の総費用は 355 万円を要し、これを日本スポーツ振興センター助成金の 93 万円、海外
選手の参加費の 74 万円、日本選手等の参加費の 54 万円、有志からの寄付金 80 万円、企業等の
協賛金の 86 万円の合計でまかなうという予算を組んでいます。協賛金の内訳として、ＢＪ加盟
の各クラブから 1 クラブあたり 3,000 円（合計５万円）および外部の会社、団体、個人等からの
協賛金として 51 万円を目標としています。ぜひ外部にも声をかけていただき協賛金の目標達成
にもご協力をお願いいたします。
大会会長

森 紘一（BJ 前理事長）

副会長

奥田 昭（BJ 理事長）

実行委員長

合田純二 (BJ 国際部長)

（5）新入会者の紹介
4 月の新入会者を紹介ます。
関口 伸子 さん
関口 溜

さん

ご夫妻がＡＬＢＣローンボウルズクラブへ入会されました。

2019 年 4 月の行事、活動などの結果

（１）2018（平成 30）年度最終理事会、定期総会および 2019 年度第 1 回理事会を開催
場所：名古屋 中京大学八事キャンパス０号館 0604 教室
日時： 4 月 7 日（日）13:00～17:00
出席者：関東＝依田（YLBC）、安達（YC&AC）、黒沢（LB 東京）
愛知＝小田（愛知）、木藤（愛知）
関西＝山田（神戸）、奥田（ALBC）、児島（兵庫車椅子）、合田（学園ワイズ）、
坂本（ﾀｯﾁｬｰｽﾞ）、倉本（甲南）
、川本（高知）、小山（京都）
海外＝森（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）
事務局＝宮北

以上 15 名。ほかに委任状提出者 13 名。

●2018（平成 30 年度）年度最終理事会（13 時～15 時）
第 1 号議案 インドア・カーペットを LB 高知 UC への販売を承認する件
第 2 号議案 大会主催出張内規（再提案）の審議の件
第 3 号議案 2018 年度事業結果報告書および決算報告書の承認の件
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第 4 号議案 2019 年度事業計画書および予算計画書の承認の件
●2018(平成 30)年度定期総会（15 時～16 時）
第 1 号議案 2018 年度事業結果報告書および決算報告書の承認の件
第 2 号議案 2019 年度事業計画書および予算計画書の承認の件
第 3 号議案 役員（監事、理事）の任期満了に伴う、2019－2020 年度の監事、理事の
任命を決定する件、これには、クラブ脱退、新規加入の承認も含む。

●2019（平成 31）年度第 1 回理事会（16 時～17 時）

第１号議案

2019/2020 年度役員（会長、理事長、副理事長）の選任に関する事項

第２号議案

2019/2020 年度顧問の選任に関する事項

第３号議案

2019/2020 年度各専門部部長の選任に関する事項

第４号議案

2019/2020 年度事務局員(事務局長、事務局員、会計)の選任に関する事項

第 5 号議案

2019 年度各専門部の重点実行テーマ等の決定に関する事項

第 6 号議案

その他の連絡・報告事項

議事結果の主要事項：
1.平成 30 年度事業結果報告書および会計決算書、平成 31 年度事業計画
および会計予算書が承認された。
2.クラブの異動としては、東京ローンボウリングクラブ、帝京中・高等学校ローンボウルズ
クラブ、NPO 法人ローンボウルズ中崎、セイコースポーツローンボウリングクラブが退
会となった。
3.ローンボウルズ認知度向上および会員数拡大のための具体的活動策について、各理事から
の提案がなされ、今後取り組んで行くことが表明された。
（３）BJ 関西支部運営委員会 開催
日

時

2019 年 4 月 27 日（土） 午後 1 時～4 時

場 所

しあわせの村 「ひよどり」研修室（１）

議 題
1) 2019 年度関西支部活動計画について
2) 2018 年度 支部会計報告、2018 年度収支予算について
3) 2018 年度 明石公園ＬＢ場 会計報告について
4) 2019 年度運営委員名簿の確認
5) その他連絡、報告、依頼事項
・ＢＪ理事会報告
（４）SV リーグ 2019 年度前期大会(第 1,2 節)
主催：ＢＪ 関西支部 主管：SV リーグ実行委員会
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リーダー： ＬＢ中崎、会計：神戸タッチャーズ、記録：ＡＬＢＣ
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：４月 3 日（水）
、20 日（土）12:30～16:00

結果：4 月 20 日終了時の成績は以下の通りです。
順位

1位

2位

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10 位

チーム

ﾀｯﾁｬ-

学 園

ALB

村人ｸ

ﾀｯﾁｬ-

ALBC

兵車

ﾀｯﾁｬ -

学 園

村人ｸ

名

ｽﾞＣ

Ｂ

C-B

ﾗﾌﾞ A

ｽﾞ A

-A

車椅子

ｽﾞ B

Ａ

ﾗﾌﾞ B

勝点

9

9

９

９

9

3

点差

+30

+28

+19

+18

+5

6

3

３

-4

-7

-19

-27

0
-43

（５）Ｍリーグ 2019 年度上期大会(第 1,2 節)
主催：ＢＪ関西支部 主管：M リーグ実行委員会
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時： 4 月 13 日（土）
、28 日（日）12:45～16:00
競技内容：チーム編成は当日の抽選にて決定。参加人数によりペアーズ、トリプルズ戦を行
う。ポイントの計算方法は、
｛勝ちエンド数×１ポイント+ゲーム勝利のとき 2 ポ
イント（引き分けなら 1 ポイント）
｝
表彰：70%以上の出席者で期間中の 1 試合当たり平均ポイントによる
成績結果：2018 年度上期大会第 2 節（4 月 29 日）終了後の成績結果は以下の通り
氏

名

平均ポイント

ポイント合計

出場試合数

1位

横井幸雄（神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ）

7.75

31.00

4

2位

梶原洋介（ＳＣ生涯）

6.75

27.00

4

6.50

26.00

4

宮北 茂（神戸ボウルズ）
3位

山外芳敬（ＫＦＢＣ

（６）中崎リーグの 4 月の結果
主催：ローンボウルズ中崎
日時： 4 月 1 日(月)、15 日（月） いずれも 12:30～17:00
場所：明石市中崎遊園地内ローンボウルズグリーン（天然芝、4 リンク）
結果：
4 月 1 日（第 1 回）
１位

米谷一成

２位
3位

(LB 中崎)

4 月 15 日（第 2 回）
浜田ひろみ

（ALBC）

小野叶子 （ALBC）

樽井啓佑

（ＢＳＣ）

井上美智子（一般）

前林典子

（LB 中崎）
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（７）A リーグカップ 2019 年前期大会(第 7、8 節)
主催：ＢＪ関西支部 主管：Ａリーグ実行委員会
場所：明石公園ローンボウルズグリーン
日時：4 月 7 日（日）
、21 日（日）12:45～16:00
結果：4 月 21 日（第 8 節） 終了時点での最終成績結果は次の通り。
A-1 リーグ

A-2 リーグ

１位

小野宦司（ＡＬＢＣ）

92 点 小山裕木恵（LC 京都）

95 点

2位

藤崎政和（ＡＬＢＣ）

88 点 田町智之（甲南ﾛｰﾝﾎﾞｱｰｽﾞ） 83.5 点

角田 信（神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ）
3位

南川義和（学園ワイズ）81.5 点

森 弘子（学園ワイズ）

78 点

山根英輝（神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ）
（８）2019 春季明石市総合体育大会・明石市長賞大会
主催：ＢＪ関西支部

主管：Ａリーグ実行委員会

場所：明石公園ローンボウルズグリーン
日時：４月 14 日（日）8:45～17:00
競技内容：男女不問トリプルズズ戦、
1 ゲームは一人 3 球×8 エンド（ただし 75 分の時間制限つき）
これを 4 ゲーム行って、勝ち点および得失点差により順位決定する。
結果：雨天により中止
2018 年５月以降の計画、予定
（１）第 6 回ジャパンオープン大会の実行委員会（第 1 回）の開催
主催：ＢＪ国際部
場所：明石公園 公園事務所西館 2 階 研修室
日時：5 月 7 日（火）9:00～12:00
内容：実行委員会の顔合わせ、大会内容および今後のスケジュールの確認
（２）ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の 2 年前イベント「ローンボウルズ体験教室」の実施
主催：ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 兵庫県実行得委員会
主管：ＢＪ関西支部
場所：明石公園ローンボウルズグリーン
日時：5 月 12 日（火）11:00～14:00
内容：ワールドマスターズゲームズ 2021 関西をＰＲし、その中で開催されるローンボウルズ
大会（しあわせせの村と明石の 2 会場で併行開催）への参加者を増やすためのアピール
をするために体験教室でローンボウルズに興味を持ってもらえるようにする。
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（３）SV リーグ 2019 年度前期大会(第 3、4 節)
主催：ＢＪ関西支部

主管：SV リーグ実行委員会

リーダー： ＬＢ中崎、会計： 神戸タッチャーズ、記録：ＡＬＢＣ
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：5 月 11 日（土）
、22 日（水）12:30～16:00
競技内容：ペアーズ戦を２ゲーム行う。一人４球×10 エンド（75 分時間制限）
（４）Ｍリーグ 2019 年上期大会(第 5、6 節)
主催：ＢＪ関西支部 主管：M リーグ実行委員会
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：5 月 6 日（祝月）、18 日（土）

12:30～16:00

競技内容：チーム編成は当日の抽選にて決定。参加人数によりペアーズ、トリプルズ、
フォアーズ戦を行う。8 エンド戦を 2 ゲーム行う。
ポイントの計算方法は、
｛勝ちエンド数×１ポイント+ゲーム勝利のとき 2 ポイント（引き分け
なら 1 ポイント）
｝
参加申込み：事前申込みは不要。当日、会場への来場で可。
参加費：一人 200 円。 チーム編成は当日の抽選にて決定。
（５）中崎リーグの 5 月の開催
主催：ローンボウルズ中崎
場所：明石市中崎遊園地内ローンボウルズグリーン（天然芝、4 リンク）
日時： 5 月 6 日(月)、20 日（月） いずれも 12:30～17:00
募集人員：max.24 名（当日自由参加）。組み合わせは、当日抽選による
（６）A リーグカップ 2018 年前期大会(第 9,10 節)
主催：ＢＪ関西支部 主管：Ａリーグ実行委員会
場所：明石公園ローンボウルズグリーン
日時：5 月 5 日（日）
、19 日（日）12:45～16:00
参加申込み：事前申込みは不要。当日、会場への来場で可。
参加費：一人 200 円。チーム編成は当日の抽選にて決定。
（７）神戸市長賞 2019 春季大会
主催：BJ 関西支部 主管：Ａリーグ実行委員会
期日：5 月 4 日（土）8:45 から 17:00
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
競技方法：男女不問のトリプルズ戦、一人 3 球×8 エンド（75 分の時間制限付
き）制、1 チームあたり 4 ゲームを戦う。対戦相手は勝ち抜き方式で決
まる（初戦の相手のみは抽選で決定）。
ゲームごとに勝ちチームに 3 ポイント、引き分けの場合は両チームに 1 ポイントが与
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えられ、4 ゲームの合計ポイントの高い順に最終順位を決定する。ポイント合計数が
同じ場合はショット得失点差の高い方を上位とする。
登録費用： 3,000 円/チーム（BJ 加盟会員）
、 3,600 円/チーム（BJ 非加盟者）
申し込み：募集チーム数 max14 に達して、締め切りました。
（８）ミックストリプルズ日本選手権関西地区予選会大会
主催：認定 NPO 法人ローンボウルズ日本
主管：認定 NPO 法人ローンボウルズ日本 関西支部
日時：5 月 12 日（日）

9 時～17 時

場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
8 チームから申し込みがあり、本選出場枠４を

競技内容：男女混合のトリプルズ戦。
争う。
（９）障がい者ファミリーローンボウルズ大会
主催：兵庫車椅子クラブ
会期：5 月 18 日（土）8:45～16:30
場所：明石公園ローンボウルズグリーン
競技方法：男女不問のトリプルズ戦
参加資格：障碍者およびその家族
参加費用：一人 1,000 円

申し込み：4 月 20 日までに兵庫車椅子クラブ 澤田氏まで。
（１０）男女シングルス日本選手権関西予選会
主催：ＢＪ技術競技部

主管：BJ 関西支部

場所：しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：5 月 25 日（土）
、26 日（日）
内容：男子は本選出場枠 7（８）を争う。
女子は本選出場枠２（３）を争う。
注：
（）内数字は前年ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ、または海外枠の一方が不出場の場合の出場枠
（１１）男女シングルス日本選手権関東予選会
主催：ＢＪ技術競技部

主管：BJ 関東支部

場所：YC&AC ローンボウルズグリーン
日時：5 月 25 日（土）
、26 日（日）
内容：男子は、本選出場枠３を争う。
女子は、本選出場枠２を争う。
（１２）障がい者ローンボウルズ教室を開催
主催：神戸市障碍者スポーツ振興センター
協力：兵庫車椅子ローンボウルズクラブ
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン（4 リンクを使用）
会期：5 月 5 日（日）
、19 日（日）の 2 回開催。
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いずれも午後 13:00～16:00。受講料は毎回 1,000 円/人。
（１３）しあわせの村ローンボウルズ初心者講習会を開催
主催：しあわせの村 保養荘ひよどり
協力：神戸タッチャーズ
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：5 月 19 日（日） 13:00～15:00
内容：ひよどりの募集による初心者にローンボウルズの基本を指導する。
会員からの投稿

《コラム》

試合の時、スコアカードを記入するのは誰❓
国内における多くの試合では慣例として、
「トスに負けたチームのスキップがスコアカードを記入し、
勝ったチームのスキップがスコアボード（併用する場合）を担当」しています。
ところが、多くの大会では、１つか２つのローカルルール（ヘッドビジットの件とジャックがデッドに
なった時の処置）の他は、WB の規則集第３版の規則のもとに行う。としています。
が、実はこの第３版ではスコアカードの記入者について定められておりません。なのに私たちが慣例的
に行っている「トスに負けたチームのスキップがスコアカードを記入する。」ことは一体どんな決まり
に基づいて習慣化してきたのでしょうか？
実はすでに廃版になった、
「WB 規則集第２版」
（2014 年 3 月廃版 規則 37.1.8）で明記されていた規則
をその後も踏襲してきているのです。
でも現行の第３版ではこの規則が除かれています。わざわざ除いた意味するところは、スコアカード記
入者の決定を規則で義務付けることは、老若男女、障がい者などもみんなで同時にプレーするこのスポ
ーツ独自の共同性の面から、適切ではないと反省されたものと想定されます。
したがって「実施要項」「試合の決まり」などで、スコアカードの記入者について表記する場合には規
則集第２版の規則を踏襲しながら第３版の意図するところも汲み取って、次のように表現しましょう。
「原則として、試合開始前のトスに負けたチームのスキップがスコアカードを記入する。トスに勝った
チームのスキップがスコアボード（併用する場合）を担当する。但し場合によっては両スキップの合意
の上で柔軟に運用する」こととします。
２０１９年５月１日
BJ 技術・競技部 坂本紘一
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