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一般情報など 

（１） 訃報 

長らく BJ の会長、監事などを歴任され、日本のローンボウルズの発展に多大な貢献をされた 

小田洋之様（愛知ボウルズクラブ）には、8 月 11 日にご逝去されました。 

謹んでお悔やみ申し上げます。（関連記事をあとのページに掲載しています。） 

 

（２） 専任スポーツ・ファーマシストの就任 

 当法人の専任スポーツ・ファーマシストの人材紹介を一般社団法人兵庫県薬剤師会に依頼し

ていましたが、このほど神戸市長田区ふれあい薬局勤務の浅田圭一さん（JADA スポーツ・フ

ァーマシスト資格保有者）が受諾していただくことが決定しました。 

スポーツファーマシストの役割は、スポーツ団体におけるアンチ・ドーピング活動の推進を

はかることにあり、具体的には国際大会などでドーピング検査が実施される場合の相談相手に

なっていただけるものです。当法人も、アジア競技大会とかアジアパラ競技大会に日本代表選

手を派遣するためには JADA（日本アンチ・ドーピング機構）に加盟し、スポーツ・ファーマ

シストを団体内に持つことが義務付けられるために、人材を探していたものです。 

      

2021 年 8 月の行事、活動などの結果 

（１）BJ 臨時理事会（Ｗeb 会議）開催 

日時：8 月 14 日（土）20：00～21:30  

場所：Zoom による Web 会議 

出席者：定足数 24 名中 22 名が出席 

      （オンライン出席 12 名、書面による表決者 4 名、委任状提出 6 名） 

議題： 1.新型コロナウイルス感染拡大に伴う今年の日本選手権大会の計画変更について 

    2.女性理事比率 40%,外部理事比率 25%達成のための内規改訂について 

       3.上記に関連して、理事総数に関する定款規定の改定について 

結論： 1.賛否意見がかなり拮抗したが、今年も日本選手権本選大会は全種目について 

     開催中止と決定した。 

    2.構成会員数 15 名以上の正会員クラブは理事 2 名を推薦し、うち 1 名以上は女性と 

することを全会一致で決定した。 

3.理事の定員数の上限を 25 名から 30 名に増員することを全会一致で決定した。 
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（２）ワールドマスターズゲームズ・ローンボウルズ大会実行準備委員会開催 

日時：第 3 回 8 月 21 日（土）13：30～15:00 

場所：明石グリーン管理詰所 

参加者：総務・会計 Gr. 森、藤川、竹内   広報 Gr. 前林 

会場準備・競技運営 Gr. 合田（純）、長島、宮崎 

海外選手対応 Gr. 吉田、三木           以上９名 

打ち合わせ内容：今後の業務推進予定について 

１．国内参加選手の再募集とりまとめ ～１２月末 

２．海外参加選手の再募集案内発信  ～時期調整中 

３．toto 助成金申請書提出      2022 年１月初め 

 

（３）IBD（国際障がい者ローンボウルズ連盟）総会(4 年に 1 回開催) 会議に出席 

日時：8 月 22 日（日）15：00～17:00  

場所：Zoom による Web 会議 

出席者：森会長、澤田&スーザン（兵庫車いすクラブ） 

      （出席者総数 20 名） 

議題： 1.新年度役員選挙〈任期は 4 年〉 

          会長（留任）、副会長等の選挙（アジアからの役員立候補者はなし） 

         2.2019,2020 年度会計決算書承認 

                 3.クラス分け委員長からの報告承認 

             各国内にもクラス分け委員資格保持者を持つことが要請された。 

             2022 年アジアパラ競技大会〈10 月、中国浙江省杭州市〉でもクラス分け 

          検査を実施する。 

                 4.その他報告 

              World Bowls のゲリー・スミス事務局長から IBD を World Bowls に包含する 

              動きについて報告があり、いずれ World Bowls の世界選手権大会に障がい者部門 

を設ける構想であることが報告された。 

 

（４）Aリーグカップ 2021年大会(第 15,16節) 

主催：関西ローンボウルズ協会  

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：8 月 1 日（日）、15 日（日）9:15～13:00 

結果：8 月 1 日（日）終了時点での成績。（15 日は雨天で中止） 

 A-1 リーグ  A-2 リーグ 

１位 長島 俊和（A L B C）  93 点 宮北 茂 （神戸ボウルズ）  77 点 

2 位 福井加代子（ＡＬＢＣ） 89 点 旭 吉功 （A L B C）     75 点 

3 位 小野 宦司（ＡＬＢＣ）  84 点 山崎清子 （A L B C）     72 点 
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なお以前にお知らせしたとおり、2021 年度前期も新型コロナの影響で 1 月から 6 月までの 

半年で 5 回しか開催できませんでしたので、今年も昨年と同様に表彰は 1 月から 12 月まで 

の 1 年間を通じての成績で行うことにしています。 

 

（５）SV リーグ 2021 年度前期大会(第 5,6 節) 

主催：関西 LB 協会 

主管：SV リーグ実行委員会    

リーダー： 学園ワイズ、会計：兵庫車椅子 、記録：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：8 月 14 日（土）9:15～12:00 雨天のため中止 

競技結果：7 月末時点での成績のままで変更なし。 

 

（６）M リーグ 2021 年度上期大会(第 5,6 節) 

主催：関西 LB 協会  

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：8 月 11 日（水）、25 日（水） 9:15～12:00 

競技結果：8 月 25 日（水）終了時点での成績 

順位 氏 名 平均ポイント ポイント合計 出場試合数 

１位 大杉 正樹（神戸ボウルズ） 6.10 61.0 10 

２位 野上 哲男（神戸タッチャーズ） 

川阪 泰夫（生涯スポーツ） 

船引 啓吾（神戸グリーン俱楽部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.92 71.0 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５位 西口 明（神戸タッチャーズ） 5.83 70.0 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）チャレンジボウルズ大会 

主催：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：8月 22日（日）９：００～１４：３０ 

競技内容：男女フリー・ペアーズ戦、一人４球×８エンド戦（60分時間制限）を各チームが 

   ３ゲーム戦い、３ゲーム合計の勝ちポイントおよび総得失点比率により順位を決定 

結果：２０チーム〈４０名〉が参加した。 

順位 氏 名 （所属） 勝ちポイント 総得失点比率 

１位 野上京子・西口 明（神戸タッタヤーズ） 9（3 勝 0 敗） 37/8=4.62 

２位 合田純二・藤川辰美（学園都市ワイズ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9（3 勝 0 敗） 39/13=3.00 

３位 合田洋子・西條和子（学園ワイズ・ALBC） 9（3 勝 0 敗） 29/15=1.93 
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（８）神戸市長賞 2021 春季ローンボウルズ大会 

主催：関西 LB 協会 

場所：しあわせの村グリーン 

日時：8 月 28 日（土）9：00～16:00  

(6 月 16 日（水）が雨天中止となったため, 8 月 28 日（土）に日程変更) 

競技内容：トリプルズ戦（一人 3 球×8 エンド）を、勝ち抜き戦方式で 4 ゲーム実施する。 

     4 戦全勝チームが優勝となる。全勝チームが無い場合は、勝ちポイント合計数 

および得失点差合計数により順位を決定する。 

結果：14 チームが参加 

順位 選手名（所属クラブ） 成績 

１位 旭 吉功、関口 溜、奥田 昭（ALBC） 4 勝 0 敗 

２位 宮崎宗久、野上京子、西口 明（神戸タッチャーズ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 勝 1 敗 

３位 田中まち子、島 美里、小山裕木恵（LC 京都） 2 勝 1 分 1 敗、 

  得失点差=+18 

  

備考：次回予定は、10 月 31 日（日）しあわせの村にて神戸市長賞 2021 秋季大会 

 

（９）第 1 回 男女フリー・フォアーズ関西選手権大会  

主催：関西ローンボウルズ協会  

場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン 

日時：8月 29日（日）9時～16時 

結果：予選ラウンド                Δ＝総得失点差 

 順位 チーム名（選手名） 成績 

予選 

A組 

1位 タッチャーズ A（野上哲男、中川、井上、坂本紘一） 3勝 0敗 

2位 学園都市ワイズ（合田洋子、藤川、合田純二、森） 2勝 1敗 

3位 LC京都 B（岡本、井上、廣内、アラン、小山 潤） 1勝 2敗 

4位 タッチャーズ B（野上京子、緒方、中田、横井） 0勝 3敗 

 

 順位 チーム名（選手名） 成績 

予選 

B組 

1位 神戸ボウルズ 

（石田健児、横井、山根、石田博規） 

2勝 1敗

Δ＝+8 

2位 タッチャーズ C 

（箕浦、児玉、今給黎、竹内） 

2勝 1敗

Δ＝+5 

3位 LC京都 A 

（田中、吉中、阿比留、島、小山裕木恵） 

2勝 1敗

Δ＝+1 

4位 ＡＬＢＣ    （垣内、西条、旭、奥田） 0勝 3敗 
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決勝プレーオフ 

区分  最終結果 

1，2位決定戦 1位 タッチャーズ A   ８：２  2位 神戸ボウルズ  

3，4位決定戦 3位 学園都市ワイズ １３：６  4位 タッチャーズ C  

5，6位決定戦 5位 LC京都 A        ８：７  6 位 LC 京都 B  

7，8位決定戦 7位 ＡＬＢＣ       １６：６  8位 タッチャーズ B  

 

2021年 9月、10月の計画、予定 

（１）ワールドマスターズゲームズ・ローンボウルズ実行準備委員会開催予定  

日時：第 4 回 9 月 20 日（月）13：00～15:00 

第 5 回 10 月 24 日（日）13：00～15:00  

場所：Zoom による Web 会議 

 

（２）第 2 回 BJ 定期理事会（Ｗeb 会議）開催予定 

日時：9 月 19 日（日）13：00～17:00  

場所：Zoom による Web 会議 

備考：4 月の第 1 回理事会での年度計画では 9 月 12 日（日）を開催予定日と 

   していましたが、都合により 9 月 19 日（日）に変更します。 

 

（３）BJ 理事連絡会（Ｗeb 会議）第４回開催 

日時：10 月 16 日（土）20：00～21:30  

場所：Zoom による Web 会議 

議題：１．各メンバーからの報告事項 

   ２．特別テーマ（未定） 

 

（４）A リーグカップ 2021 年大会(第 17,18,19,20 節) 

主催：関西ローンボウルズ協会  

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：9 月 5 日（日）、19 日（日）9：30～13:30  

10 月 3 日（日）、17 日（日）13：00～17:00 

    記事：誰でも参加できます。参加希望者は当日 30 分前までに来場し、受付に申出ること。 

参加費は 200 円/人。 

 

（５）SV リーグ 2021 年度前期大会(第 7,8,9,10 節) 

主催：関西 LB 協会 

主管：SV リーグ実行委員会    

リーダー： 学園ワイズ、会計：兵庫車椅子 、記録：タッチャーズ  
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場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン 

日時：9 月 4 日（土）、18 日（土）、25 日（土） 

9:20～12:00（9 時 15 分までに受付完了のこと） 

       10 月 2 日（土）、23 日（土） 但し 23 日（土）は予備日です。 

13:00～16:00（12 時 45 分までに受付完了のこと） 

 競技内容：10 チームが参加し、ペアーズ戦を２ゲーム行う。 

 

（６）Ｍリーグ 2021 年上期大会(第 7,8,9,10 節)  

主催：関西 LB 協会  

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：9 月 8 日（水）、22 日（水）、10 月 14 日（木）、28 日（木） 

            9月のゲーム開始時間：9時 20分から始めます。受付は 9時 15分までに済ませて下さい。 

10 月の開始時間：13 時 00 分から始めます。受付は 12 時 45 分までに済ませて下さい。 

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。チーム編成は当日の抽選にて決定。 

 

（７）ひょうご生涯スポーツ大会 初級者ローンボウルズ大会 

主催：ひょうご生涯スポーツ大会実行委員会 

主管：関西ローンボウルズ協会  

場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン 

日時：9月 12日（日）9時～15時 

内容：ローンボウルズ未経験者または経験 3年以内者を 1名以上含む 

   ペアーズ・チームによる競技会 

参加申し込み先：大会事務局 森（学園ワイズクラブ）まで 

参加費：一人あたり 400円 

 

（８）ローンボウルズ体験会開催 

主催：神戸市自治会連絡協議会      

協力：関西ローンボウルズ協会 

場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン 

日時：9月 30日（木）9:00～12:00 

内容：ワールドマスターズゲームズ 2021関西大会の普及事業として神戸市自治会連絡協議 

   会が、兵庫発祥の生涯スポーツとしてのローンボウルズを学ぼうとされるもの。 

   参加者は約 30 名の予定。 
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（９）障がい者日本選手権大会 

主催：BJ 障がい者ローンボウルズ部  

場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン 

日時：10月 3日(土) 

 

（１０）男女シングルス関西選手権大会  

主催：関西ローンボウルズ協会  

場所：明石公園ローンボウルズグリーン 

日時：10月 9日(土),10日(日) 

 

（１１）兵庫県レクリエーション協会スポーツ体験会 

主催：兵庫県レクリエーション協会  

協力：関西ローンボウルズ協会有志 

場所：明石公園陸上競技場 

日時：10月 10日(日)10時から 15時 

内容：ローンボウルズ体験会を開催する 

 

（１2）神戸市長賞秋季ローンボウルズ大会 

主催：関西 LB 協会 

場所：しあわせの村グリーン 

日時：10 月 31 日（日）9：00～16:00  

競技内容：トリプルズ戦（一人 3 球×8 エンド）を、勝ち抜き戦方式で 4 ゲーム実施する。 

     4 戦全勝チームが優勝となる。全勝チームが無い場合は、勝ちポイント合計数 

および得失点差合計数により順位を決定する。 

参加チーム数：14 チーム〈42 名〉 

 

会員からの投稿など 

小田洋之さんの略歴    

1985（昭和 60）年 KDD のサンフランシスコ事務所長としてアメリカに赴任 

1989（平成 1）年 KDD を退職してオーストラリア・シドニーに移住（永住権取得） 

ここでローンボウルズを開始 

1996（平成 8）年 前立腺がんの診断を受け、放射線治療を開始 

2005（平成 17）年 3 月に帰国。名古屋に居を構える。 

愛知ボウルズ（代表は田原淳子さん）に入会 

2006（平成 18）年 4 月から愛知ボウルズ代表に就任 

日本ローンボウルズ委員会（当時は任意団体）の国際委員長に就任 

ヘンセライト社（オーストラリア）の日本代理店を実施〈2020 年まで〉 



 8 

2009（平成 21）年 男子シングルス日本チャンピオンのタイトル獲得（会場は北海道石狩市） 

2011（平成 23）年 4 月から NPO 法人ローンボウルズ日本の会長に就任 

2015（平成 27）年 3 月まで 4 年間を歴任 

2013（平成 25）年 日本レクリエーション協会から「レクリエーション運動普及振興功労者表

彰」を受彰 

2015（平成 27）年 4 月から NPO 法人ローンボウルズ日本の監事に就任 

2021（令和 3）年現在まで 6 年間を歴任 

2021（令和 3）年 8 月 11 日ご逝去（享年 85 才） 

 

小田洋之さんの思い出               

● 小田洋之様の訃報、お知らせいただき、誠にありがとうございます。理事会でお世話になっただけ

でなく、体育館用カーペット購入前に名古屋での活動の様子を見学しにうかがったときのことを、

つい先日のことのように覚えています。 

  小田様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

8月 12日   ローンボウルズ高知 UC  川本真浩 

● 謹んでお悔やみ申し上げます。 

小田さんとのお付き合いは、20年以上前にさかのぼります。 

シドニーでコンピュータ屋をやっているころに、奥様と一緒にノートパソコンを持ってトラブル対応

に何度か来られていました。 

残念ながら、その時点でローンボウルをやっておられることは知りませんで、多分、会話の中で話は

出たかもしれませんが、芝生でボウルを転がすゲームといわれても想像が出来なかったことだと思い

ます。 

2001 年にボウルズを初めてすぐに、日本人だったら、ヒロ（小田さんのこと）を知らないか、ハン

ク（佐藤さんのこと）を知らないかと聞かれたのをよく覚えていますが、残念ながら、ヒロとかハン

クは知らないと答えていました。 

その後佐藤さんとグリーン上でお会いするようになって、何だそうだったのかとびっくりしたもので

した。 

小田さんがシドニー時代にプレーされていた、モナベールというクラブの人に会った時も、小田さん

はグッドプレーヤーであり、ナイスジェントルマンであったという話を聞いたものでした。 

我々が BJ と関わるようになったのも、日本に帰られた小田さんが、シドニーにいるボウラーを BJ

に加入させたらどうかという提案をされたのが出だしだと伺っております。 

このご縁を大切にさせていただきたいと思います。 

ご冥福を祈ります。           8月 12日   オーストラリア   江村健一・裕子 

● 謹んでお悔やみ申し上げます。 

小田さんにはローンボウルズ器具の購入をはじめ、名古屋オープンボウルズ大会等で大変にお世話

になりました。 

２０１７年第１２回大会でペア―を組み優勝した安達さんも４月に亡くなり寂しい限りです。 
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体調がお互いすぐれないメール交換で、共に後期高齢者ですから、健康第一で生きましょう。この

ようにお互い励まし合っていたのですが。 

ご冥福を心よりお祈り申し上げます。        8月 12日  ＹＬＢＣ    依田成史 

 

● 謹んでお悔やみ申し上げます。 

小田さんとのお付き合いは、洋子がブリスベンの試合でお会いしたのが始まりだったと思います。 

私もシドニーの雰囲気が好きで何回か訪問し、小田さんと知り合いになりました。 

小田さんはわざわざホテルまで迎えに来られ、ノースシドニーのクラブや自宅に伺った懐かしい思

い出があります。 

そこで LB クラブの雰囲気、文化を感じて一層ボウルズに関心を抱きました。 

小田さんは誠の紳士で物腰柔らかく、話上手な方でした。もちろんプレーもお上手でした。 

洋子が７月にメールしたのが最後となりました。 

夫婦ともどもお世話になり有難うございました。 

ここに謹んで哀悼の意を表し ご冥福をお祈り申し上げます。 

8月 12日    学園都市ワイズクラブ  合田純二、洋子 

 

● 謹んでお悔やみ申し上げます。 

小田さんとは、甲南ローンボアーズができてから、初めて参加した Aリーグで 

お会いしました。 

一緒にペアーズを組んで試合をする際、こちらがミスをしても、いつも優しい言葉を投げかけてく

れる、そんな優しい方でした。 

ローンボウルズを始めて 2 年目～3年目ぐらいの時、小田さんとお会いした際、「フォームがとても

綺麗になったね。」と言ってもらいました。 

当時は、自分が持つ課題を解決するために、フォームを変え続けていた悩ましい時期だったので、

その言葉が自分にとって、すごく救いになったことを覚えています。 

今まで、お世話になり有難うございました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

8月 13日  甲南ローンボアーズ    倉本宜史、田町智之 


