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一般情報など
（1）新型コロナウイルスの影響により、次の大会が中止または延期となった。
＊3 月のタイガーボウルズ大会（香港および中国）

大会中止

＊４月のアジア選手権大会（中国河南省）

大会延期（9 月 6 日～13 日に）

2020 年 2 月の行事、活動などの結果

（1）SV リーグ 2019 年度下期大会(第 9,10 節)
主催：ＢＪ 関西支部 主管：SV リーグ実行委員会
リーダー： 神戸タッチャーズ、会計：兵庫車椅子クラブ、記録：学園都市ワイズ
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：2 月 5 日（水）
、22 日（土）12:30～16:0013:00～16:30 （2 月 22 日は雨天により延期）

結果：2 月５日（水）終了時点での成績結果は次の通り
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（２）Ｍリーグ 2019 年度後期大会(第 10 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： 2 月 8（土）、23 日（日）13:00～16:00
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）
｝
成績結果：2 月 23 日終了時での成績は以下の通り。
（参加率 70%以上）
氏
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1位

横井幸雄（神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ）
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（３）中崎リーグの 2 月の結果
主催：ローンボウルズ中崎
日時： 2 月 3 日(月)、17 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：
2月3日

2 月 17 日

１位

井上美智子（フリー） 小野叶子（ALBC）

２位

前林典子（LB 中崎） 関

3位

樽井啓祐（ＢＳＣ）

政美（ALBC）

松本惣一（ALBC）

（４）A リーグカップ 2020 年前期大会(第 3、4 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：2 月 2 日（日）
、16 日（日）12:45～16:00
結果：2 月 16 日は雨天中止となり、2 月 2 日 終了時の後期大会成績結果は次の通り。
A-1 リーグ

A-2 リーグ
森 紘一（学園ワイズ）

41 点

山形史郎（学園ワイズ） 39 点

旭 吉功（ＡＬＢＣ）

39 点

大杉正樹（神戸ボウルズ）38 点

勢川雅俊（神戸ボウルズ）

35 点

１位

関

2位
3位

政美（ＡＬＢＣ）

41 点

（５）関西地区レベルアップ講習会が開催された
1) 主催

ＢＪ技術・競技部

2) 開催日時・会場・内容
2020 年 2 月 9 日（日）
9：00～12:00

しあわせの村研修館第３研修室（座学）

必要なマナーについて（講師 森）
戦略・戦術について（講師 坂本）
ドロースキルについて（講師 小山）
13:00～16:00 しあわせの村ローンボウルズグリーン（実技）
ドロースキル向上のためのドリルの実習
実戦ゲームでの総合復習
３) 参加者

27 名

（６）ＪＰＣ障がい者ローンボウルズ競技力向上国内合宿（2019 年度第 3 回）

日時：2 月 11 日（火）
、12 日（水）
場所：淡路島ウエルネスパーク五色 GOGO ドーム体育館
参加者：選手 5 名、サポートスタッフ 5 名 合計 10 名
実施内容：１）ドロー精度向上訓練
２）２：３、３：３の実戦形式訓練
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（７）ＢＪ関西支部第６回運営委員会開催

日時---２月２９日（土）１３時より１６時迄
場所---しあわせの村ひよどり第１研修室
出席者--- 15 名
議題----１）２０２０年度大会計画の確認
２）主要認定大会日程の確認
３）大会サポートクラブＶＳ報告書
４）ＳＶリーグ実行委員
５）ＳＶリーグチーム登録について検討
６）関西ローンボウルズ協会の発足について
７）第３３回長寿祭実行予算の提出
８）しあわせの村ＬＢ場改修情報
９）その他

2020 年 3 月以降の計画、予定
（１）会議出席予定
＊日本パラリンピック委員会加盟競技団体会議
日時：３月３日（火） 10:40～15:30
場所：ベルサール東京日本橋 B2 ホール
出席者：森事務局長、平松康雄（兵庫車いすクラブ）
議題：2020 年度競技力強化事業方針などに関する説明その他
＊WMG2021 関西 兵庫県実行委員会 第 10 回競技団体・開催市町合同連絡会
日時：３月３日（火） 14:30～16:30
場所：兵庫県民会館 10 階 「福」
出席者：坂本副理事長、合田国際部長
議題：(1) 令和２年度兵庫県実行委員会予算案等について
(2) 兵庫県実行委員会１年前イベントについて
(3) リハーサル大会について
(4) ＰＲイベントについて
(5) ボランティアの募集について
(6) 県作製物の配布について
(7) エントリー状況について
(8) その他
＊第 74 回全国レクリエーション大会 2020 ひょうご 参加団体会議（第 1 回）
日時：3 月４日（水）18:30～20:00
場所：兵庫県民会館９０２号室
出席者：奥田理事長、西口関西支部事務局長
※上記予定であったが、コロナウイルス対応により、中止となった。
備考：ローンボウルズ大会は１１月１５日（日）に明石公園で開催予定
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＊第 4 回関西シニアマスターズ大会兵庫大会 実行委員会設立総会
日時：4 月 2４日（金）時間未定
場所：未定（後日連絡）
出席者：未定
備考：ローンボウルズ大会は 10 月 7 日（日）に明石公園で開催予定
（２）SV リーグ 2019 年度後期大会(第 10 節)
主催：ＢＪ関西支部

主管：SV リーグ実行委員会

リーダー： 神戸タッチャーズ、会計： 兵庫車椅子クラブ、記録：学園ワイズ
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：3 月 4 日（水）13:00 スタート 残り未消化 2 ゲームを実施する。
競技内容：ペアーズ戦を２ゲーム行う。１人４球×10 エンド（75 分時間制限制）
（３）Ｍリーグ 2019 年度後期大会(第 9,10 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：3 月 7 日（土）
、22 日（日） 13 時スタート（12 時 40 分までに受付完了のこと）
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。
（４）中崎リーグの 3 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：3 月 2 日（月）
、16 日（月） いずれも

12:45〜16:00

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
（５）A リーグカップ 2020 年前期大会(第 5、6 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：3 月 1 日（日）
、15 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
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（６）２－４－２ペアーズ大会
主催：ＢＪ関西支部
サポートクラブ：学園ワイズ、ALBC、兵庫車椅子
場所：明石公園ローンボウルズグリーン
日時：3 月 28 日（土）
競技内容：2-4-2 方式によるペアーズ戦 1 人 4 球

4 ゲーム

（７）香港 Yuen Long クラブ来日による親善交流ローンボウルズ大会
主催：ＢＪ関西支部
日時、場所：3 月 29 日（日）9:00～17:00 明石公園ローンボウルズグリーン
4 月 1 日（水）9:00～17:00 しあわせの村ローンボウルズグリーン
競技内容：男女不問フォアーズ大会
参加募集人員：明石 ７チーム（28 人）、しあわせの村

9 チーム（36 人）

参加費：明石 一人あたり 600 円+3,000 円（懇親夕食会）
しあわせの村

一人あたり 600 円+2,000 円（懇親昼食会）
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