（公社）日本プロボウリング協会

2021年

（公社）日本ボウリング場協会
（公財）全日本ボウリング協会

9日
（土）
〜 11日
（月・祝）

文部科学大臣杯

（公社）日本ボウリング場協会

21日（木）

初投げ大会（関東）

第44回全日本中学選手権大会

（東京・品川プリンスホテルボウリングセンター）

第44回全日本高校選手権大会

（大阪・神崎川ダイドーボウル）

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
（愛知・稲沢グランドボウル）

初投げ大会（関西）

10日
（日）
〜 11日
（月・祝）

2020年度全日本小学生競技大会

（愛知・稲沢グランドボウル）

12日
（火）
〜 14日
（木）

第53回全日本シニア選手権大会

（愛知・稲沢グランドボウル）

22日
（金）
〜２4日
（日）

第４9回全日本クラブ対抗選手権大会

（東京・東大和グランドボウル）

29日
（金）
〜 31日
（日）

第３8回全日本実業団都市対抗選手権大会

（広島・キャッスルボウル福山）

5日
（金）
〜 7日
（日）

第５7回西日本選手権大会

（鹿児島・サンライトゾーン）

12日
（金）
〜１4日
（日）

ＪＢＣ会長杯第36回全日本年齢別選手権大会

（福島・ボウルアピア郡山）

18日
（木）
〜 20日
（土）

18日（木）

ＪＬＢＣサーキット「エバラカップ」

第１戦（関東）

（東京・四つ木イーグルボウル）

ＪＬＢＣサーキット「エバラカップ」

第１戦（関西）

（兵庫・神戸六甲ボウル）

第52回全日本大学個人選手権大会

（京都・キョーイチボウル宇治）

26日
（金）
〜 28日
（日）

経済産業大臣杯

第46回全日本実業団産業別選手権大会

（京都・キョーイチボウル宇治、ラピュタボウル宇治東）

6 日（土）
〜 7 日（日）

20日
（土）
〜21日
（日）

JPBA WOMEN S ALL☆STAR GAME 2021

第47回寺尾杯争奪

全国実業団支部対抗選手権大会

（千葉・北小金ボウル）

（愛知・稲沢グランドボウル）

6 日（火）
〜 9 日（金）

第５９回男子・第５３回女子
プロテスト（第１次）４日間

17日（土）
〜１8日
（日）

10日（土）
〜 11日（日）

（愛知・稲沢グランドボウル）

（栃木・足利スターレーン）

18日（木）
〜 21日（日）
文部科学大臣杯

第58回全日本選手権大会

（愛知・稲沢グランドボウル）

15日（木）
〜18日（日）ｏｒ10月 or 11月開催予定

第48回全日本ボウリング選手権大会 第47回北関東ブロック選手権大会

2021宮崎プロアマオープン
トーナメント

第４7回東関東ブロック選手権大会

（東日本４会場・西日本４会場）

（宮崎・宮崎エースレーン）

（茨城・坂東ファミリーボウル）

20日（火）〜21日（水）
ｏｒ27日（火）〜28日（水）

第４7回南関東ブロック選手権大会

プロテスト（第２次）
１日目・２日目

（東京・東大和グランドボウル）

（西日本 2 会場）

第４7回東海ブロック選手権大会

（静岡・藤枝グランドボウル）

第４7回北信越ブロック選手権大会

（新潟・ラウンドワンスタジアム新潟店）

第40回四国ブロック選手権大会

10日（月）
〜１1日（火）

プロテスト（第２次）３日目・４日目

（東日本 2 会場）

１2日（水）〜15日（土）

プロテスト（第３次）研修会

（東京・東京ポートボウル会議室）予定

日（

）

（香川・ＭＧ−ＢＯＷ）

11日（日）

8 日（土）
〜 9 日（日）

第47回西日本ボウリング選手権大会 第47回東北ブロック選手権大会
（福島・ボウルアピア郡山）

（広島・キャッスルボウル福）

17日（土）〜18日（日）

15日（土）
〜 16日（日）

第４7回九州・中国ブロック選手権大会
第46回東日本ボウリング選手権大会 （山口・くだまつボウル）

（長野・ヤングファラオ）

18日（日）

第４7回関西ブロック選手権大会

シーズントライアル２０21スプリングシリーズ

（京都・ＭＫボウル上賀茂）

全国４会場 調整中

２4日（土）
〜２5日（日）

14日（金）
〜 16日（日）

20日（木）

ＮＨＫ杯

第54回全日本選抜選手権大会

（埼玉・新狭山グランドボウル）

21日（金）〜 30日（日）

ＪＬＢＣサーキット「エバラカップ」

第２戦（関東）

（東京・東大和グランドボウル）

ＪＬＢＣサーキット「エバラカップ」

第６回インドア＆マーシャルアーツゲームズ 第２戦（関西）
（タイ・
）
（滋賀・愛知川ボウル）

28日（金）
〜 30日（日）

経済産業大臣杯

第 47回全日本実業団産業別選手権大会
第37回北海道ブロック選手権大会 （山形・山形ファミリーボウル、ヤマコーボウル）

22日（土）〜 23日（日）

『グリコセブンティーンアイス杯』

第 8 回プロアマボウリング

（北海道・千歳フジボウル）

（富山・富山地鉄ゴールデンボウル）

29日（土）
〜 30 日（日）予定

スカイＡカップ
２０21プロボウリングレディース新人戦

3 日（木）
〜 13日（日）

（神奈川・ボウリング王国スポルト八景店）

12日（土）
〜 13日（日）

9 日（水）
〜 12日（土）

第47回東日本選手権大会

スカイAカップ第42回関西オープン（男子）

（神奈川・川﨑グランドボウル）

（大阪・牧野松園ボウル）

第21回中日本選手権大会

15日（火）

２０21下半期女子トーナメント出場順位決定戦

（石川・百万石リゾートレーン）

25日（金）
〜 27日（日）

（島根・出雲会館センターボウル）

（

・

第47回西日本選手権大会

）

第11 回ＨＡＮＤＡ ＣＵＰ・プロボウリングマスターズ

第26回アジア選手権大会

（中国香港・

）

10日（木）予定

4 日（金）
〜 6 日（日）

第13回 ＨＡＮＤＡ ＣＵＰ
ＢＯＷＬＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０21ｉｎ NAGANO
第33回オールジャパンレディストーナメント プラチナレディースボウリングトーナメント 日本商工会議所会頭杯争奪
（東京・品川プリンスホテルボウリングセンター）
（富山・富山地鉄ゴールデンボウル）
第54回ＢＰＡＪ全国ボウリング競技大会
18日（金）〜 20日（日）
supported by オロナミン C
第54回全日本シニア選手権大会
4 日（金）
〜 6 日（日）

（長野・ヤングファラオ）

（愛知・稲沢グランドボウル）

25日
（金）
〜 27日
（日）

第５7回東日本選手権大会

（東京・品川プリンスホテルボウリングセンター）

（石川・百万石リゾートレーン）

第５8回西日本選手権大会

（広島・キャッスルボウル福山）

22日（火）
〜 7月4 日（日）

世界ジュニア選手権大会 2021

（スウェーデン・ヘルシンボ）

22日（火）「ボウリングの日」
（公社）日本ボウリング場協会・江崎グリコ㈱共催「ボウリングの日・キャンペーン」実施
4日（日）
〜 6日（火）or 11日（日）
〜13日（火）予定

10日（土）〜11日（日）

第37回六甲クイーンズオープン

第４８回全国実業団３人チーム選手権大会

（兵庫・神戸六甲ボウル）

（愛知・稲沢グランドボウル）

日（ ）

21日（水）
〜 23日（金）

文部科学大臣杯

第45回全日本中学選手権大会

（京都・キョーイチボウル宇治）

シーズントライアル２０21サマーシリーズ

24日（日）
〜 31日（日）

第21回アジアジュニア選手権大会

全国 4 会場 調整中

29日
（木）
〜 31日
（土）

（タイ・バンコク）

第2回大岡産業レディースオープン

（大阪・ボウルアロー松原店）

７月２３日（金）〜８月８日（日） 東京２０２０オリンピック競技大会
８月２４日
（火）〜９月５日（日） 東京２０２０パラリンピック競技大会
7 日（土）
〜 8 日（日）

28 日（土）

第２9回四国選手権大会

ドリスタカップ

２０21プロボウリング男子新人戦

（香川・坂出中央ボウル）

（群馬・ドリームスタジアム太田）

16日（月）
〜 18日（水）

ＪＬＢＣサーキット「エバラカップ」

（神奈川・川崎グランドボウル）

（埼玉・新狭山グランドボウル）

第45回全日本高校選手権大会
21日（土）
〜 22日（日）

第11回全日本小学生競技大会

（愛知・稲沢グランドボウル）

（京都・ＭＫボウル上賀茂）

27日（月）〜10月1 日（金）予定

第22回三湖コリアンカップ
）調整中

（韓国・

第３戦（関東）

ＪＬＢＣサーキット「エバラカップ」

第３戦（関西）

（大阪・神崎川ダイドーボウル）

１２日（日） nanaco杯 ２０２１グローバルボウリングトーナメント（埼玉・新狭山グランドボウル）

15日
（水）
〜 18日
（土）

第15回ＭＫチャリティカップ

19日（木）

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

18日（土）〜19日（日）

第４8回全日本トリオボウリングフェスティバル

（愛知・星ヶ丘ボウル）

4 日（土）
〜 5 日（日）

17日（金）
〜 20日（月・祝）

第48回全国実業団個人選手権大会 日本スポーツマスターズ２０21岡山大会

（静岡・浜松毎日ボウル）

25日（土）
〜 26日（日）

（岡山・サンフラワーボウル）

23日（木・祝）
〜 24日（土）

第 12 回ＪＬＢＣ選手権

軽井沢プリンスカップ

（長野・軽井沢プリンスボウル）

第３4回北海道選手権大会

日（

）※日程・会場未定

全国長寿ボウラーボウリング大会
オーバー 80's･90's

（東京・

）

（北海道・綜合レジャーサンコーボウル）

日
（

16日（土）〜17日（日）

）

16日（土）〜17日（日）

シーズントライアル２０21オータムシリーズ 第46回全日本オーバー７０ダブルス 第48回全国実業団選手権大会
（愛知・稲沢グランドボウル）
全国 4 会場 調整中
ボウリングフェスティバル
日（

）
〜 日（

）

第 43回 STORM ジャパンオープン
ボウリング選手権

（

・

（茨城・勝田パークボウル）

第12回西日本シニア選手権大会
29日（金）
〜 31日（日）

第54回全日本新人選手権大会

（千葉・ユーカリボウル）

（静岡・浜松毎日ボウル）

4 日（木）
〜7 日（日）

20日（土）〜21日（日）

（宮崎・宮崎エースレーン）

（愛知・稲沢グランドボウル）

20日（土）
〜 23日（火・祝）

）未定

（栃木・足利スターレーン）

27日（土）
〜 29日（月）

27日（土）
〜 28日（日）

第54回宮様チャリティーボウリング大会

（東京・品川プリンスホテルボウリングセンター）

（東京・品川プリンスホテルボウリングセンター）

第54回全日本実業団選手権大会 ＪＬＢＣサーキット「エバラカップ」
（兵庫・神戸六甲ボウル）
第４戦（関西）
日（ ）
〜 日（ ）調整中
（京都・ＭＫボウル上賀茂）
文部科学大臣杯第５9回全日本大学選手権大会

APA プレゼンツ
KING S & QUEEN S プロボウラーズトーナメント
・

4日（木）

第50回全国都道府県対抗選手権大会 ＪＬＢＣサーキット「エバラカップ」
第４戦（関東）

２０21宮崎プロアマオープントーナメント 第４9回全日本ボウリング選手権大会

20日（土）
〜 21日（日）

（埼玉・ウニクスボウル南古谷店）

15日（金）〜17日（日）

（愛媛・キスケＫＩＴ）

コカ・コーラカップ２０21千葉オープン（女子）

（

第７6回国民体育大会（三重とこわか国体） 第 3 回ウニクスフェスタ

（三重・津グランドボウル）

第12回東日本シニア選手権大会

）調整中

）
〜 日（

27日（水）予定

（東京・東大和グランドボウル）

15日（金）
〜 17日（日）

日（

1 日（金）
〜 4 日（月）

）未定

全卸連プレゼンツ
JPBA☆SSS カップ２０２１

（

・

）調整中

（東京・東京ポートボウル）

1 日（水）
〜 4 日（土）

第４3回ＪＬＢＣプリンスカップ

（東京・品川プリンスホテルボウリングセンター）

10日（金）
〜12日（日）

ＨＡＮＤＡ ＣＵＰ
第55回全日本プロボウリング選手権大会

4 日（土）
〜 5 日（日）

第37回全国実業団選抜選手権大会

（群馬・ドリームスタジアム太田）

24日（金）
〜 26日（日）

1 日（水）
〜4 日（土）予定

第43回ＪＬＢＣクイーンズオープン
第28回全国高等学校対抗選手権大会 プリンスカップ
文部科学大臣杯

（三重・津グランドボウル）

（東京・品川プリンスホテルボウリングセンター）

（埼玉・新狭山グランドボウル）

16日（木）
〜 18日（土）

ＨＡＮＤＡ ＣＵＰ
第53回全日本女子プロボウリング選手権大会

（東京・東大和グランドボウル）

※都合により、日時・会場等変更になる場合があります。

※「東京都知事杯争奪 グローバル東京２０２１ボウリングトーナメント」は、開催日程調整中です。

