
大阪府ボウリング連盟

（公財）全日本ボウリング協会

平成２９年７月２９日（土） １９時００分集合

イーグルボウル　（公認競技場№ １２７－００１）

〒532-0003大阪市淀川区宮原4-3-9 TEL：06-6394-3232

●シングルス・ ６G （男女別）

平成２９年度JBC正会員、実業団会員、ジュニア会員

※普通会員で参加希望の方は予選会申込時に正会員への切替を行って下さい

（合格後の切り替えは不可）

大阪府代表人数は男子４８名・女子２４名を予定しています（未定）

但しシード選手を含む人数につき、合格人数は予選会当日になります。

１名　５，２００円　(ジュニア会員は　４，２００円）

平成２９年７月１９日（水） 締切

※期日を過ぎての申込みはご遠慮ください

※シード選手も同日までに申込みを完了すること （シード選手は別紙参照）

※　ｼｰﾄﾞ選手名簿に間違いが

有りました。訂正いたします。

19：00 選手集合

19：30 シングルス戦 （前半３G） ２×２人打

21：00 シングルス戦 （後半３G） ２×２人打

※ 競技時間は予定です。参加人数等の都合により変更する場合があります。

〒550-0011　大阪市西区阿波座1-14-16　江野ビル603号

大阪府ボウリング連盟

TEL：06-6543-0655 FAX:06-6543-0656

E-mail ：obf@siren.ocn.ne.jp

✻本大会のご案内

第５６回関西ボウリング選手権大会

： 平成２９年１０月１４日（土）～１５日（日）

： 大阪市・イーグルボウル

※詳細は後日発表 (大阪府連が主管）

第５６回関西ボウリング選手権大会 大阪府予選会

競 技 種 目

参 加 資 格

開 催 日

会 場

主 催 ：

公 認 ：

参 加 費

参 加 申 込

大会日程表

合 格 人 数

7月1日

大会事務局

会 場

日 程



・ （本大会の時点での）連盟指定シード選手
・ 関西クラス以上の選手権大会において、個人決勝戦に出場した者（日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ含む） （但し年齢別選手権においては、関西全日本いずれも入賞者とする）
・ 国体、全日選手全員（近畿ブロック選手含む）
・ OBF主催の選手権大会において、個人総合入賞した者
・ １１１期、１１２期いずれかに参加し、各期３６G以上投球した者

※ シード対象の入賞をされても、現時点でＢ会員である場合や退会者は対象外となります(前年度大会当日B会員も除外）

２９年連盟指定シード 濱田　常男 武部　公英 中野　麻希

濱田　常男 武本　真明 守屋　雄斗 山本　崇之 山田　成人 吉野　利優 武部　公英 京井　朋子 中野　麻希 野口　さくら

浦口　健一 濱田　常男 甘利　紘大 三村　尭大 吉野　利優 山田　成人 京井　朋子 石本　恵梨奈 武部　公英 中野　麻希

中尾　哲夫 武本　真明 守屋　雄斗 北田　典男 槌谷　　敏 岡村　　晶

関西選抜選手権 武本　真明 北田　典男 濱田　常男 七野　亮輔 武部　公英 石本　恵梨奈 中野　麻希

大阪府シニア選手権 森垣　　勉 松井　正信 馬場　一浩 槌谷　　敏 森下　義雄 河合　義幸 ⇐７/7訂正

全日本選抜選手権 武本　真明

大阪府社会人選手権 濱田　常男 萬里川　敦 長島　則夫 中尾　哲夫 槌谷　　敏 河合　義幸 武部　公英 京井　朋子 中野　麻希 尾辻　桂子 近藤　ひろみ

6月 全日本シニア選手権 河合　義幸 濱田　常男 松井　正信 林殿　明代 三宅　伸子 茶谷　晴美 岩本　弘美 石井　千代見

西日本選手権 武本　真明 岡村　　晶 浦口　健一 有賀　　徹 中野　麻希 武部　公英

関西ジュニア選手権 諏訪　琉星 石本　恵梨奈 緒方　美空

全日本中学選手権

8月 全日本高校選手権

9月 OBF《中央・東》ブロック 濱田　常男 浦口　健一 森重　　 昇 山田　成人 松井　　卓 甘利　紘大

関西シニア選手権 森下　義雄 長島　則夫

OBF《北・南》ブロック 田川　和成 山本　崇之 北田　典男 三村　尭大 石本　恵梨奈 庭月野　恵

10月 関西選手権 甘利　紘大 篠原　琢也 松井　正信 石原　隼人 武部　公英 中野　麻希 ⇐⇐ ７/１訂正

全日本新人選手権 三村　尭大 浦口　健一 瓜生　由香 石本　恵梨奈

11月 全国都道府県対抗 濱田　常男 武本　真明 中野　麻希 武部　公英

12月 大阪府選手権 萬里川　敦 濱田　常男 長島　則夫 松井　　卓 田川　和成 山本　崇之 石本　恵梨奈 庭月野　恵 瓜生　由香 武部　公英

1月 関西年齢別選手権 鈴木　脩平 松井　正信 近藤　ひろみ

2月 全日本年齢別選手権 福永　義昭 松井　正信 武部　公英

3月 大阪府選抜選手権 武本　真明 吉田　　勝 岡村　　晶 河合　義幸 有賀　　徹 中野　麻希 石本　恵梨奈 武部　公英 京井　朋子 庭月野　恵 松本　千秋

三原　一行 和田　至志 山藤　耕司 土屋　利夫 尾辻　利章 村橋　敬子 横山　伸子 吉田智恵美 ⇐７/4訂正

※間違い等、お気づきの点ございましたら事務局までご連絡下さい ※2017.06.30記入

5月

7月

4月

ｸﾗｼｯｸﾘｰｸﾞ
（上記以外の選手のみ）

７１回岩手国体選手
（近畿ブロック選手含む）

第５５回全日本選手権
　　　　  代表選手

第５６回 関西選手権大会シード選手一覧　 （※ この大会については、前年度実績により選考する）

大 会 名 等 男　　子 女　　子



選手名・名寄せ 濱田　常男 北田　典男 守屋　雄斗 森下　義雄 田川　和成 三原　一行 武部　公英 近藤　ひろみ 横山　伸子 野口さくら

(順不同） 浦口　健一 萬里川　敦 山田　成人 三村　尭大 中尾　哲夫 松井　　卓 京井　朋子 村橋　敬子 茶谷　晴美

中尾　哲夫 岡村　　晶 甘利　紘大 森重　　 昇 吉野　利優 山藤　耕司 林殿　明代 三宅　伸子 尾辻　桂子

武本　真明 長島　則夫　 鈴木　脩平 松井　正信 槌谷　　敏 土屋　利夫 中野　麻希 緒方　美空 岩本　弘美

森垣　　勉 山本　崇之 福永　義昭 七野　亮輔 和田　至志 尾辻　利章 石本　恵梨奈 庭月野　恵 石井千代見

河合　義幸 諏訪　琉星 馬場　一浩 吉田　　勝 有賀　　徹 篠原　琢也 瓜生　由香 松本　千秋 吉田智恵美

石原　隼人 ３７名 １９名


