
プロアマオープントーナメント 
ＲＯＵＮＤ１ ＣＵＰ ２０１６ 

  
 
［主  催］    (公社)日本プロボウリング協会 
 
［後  援］    各社 
 
［特別協賛］    (株)ラウンドワン 
 
［協  賛］    各社 
 
 [主管運営]     ラウンドワンカッププロジェクトチーム 
 
［公  認］    (公社)日本プロボウリング協会 
 
［開催期日］    アマ選抜大会 ２０１６年 ６月１５日(水)  
        本 大 会  ２０１６年 ６月１６日(木)～１８日(土)  
 
［会  場］   ラウンドワン南砂店（ＡＭＦ４６Ｌ 合成レーン） 

      〒136-0076 東京都江東区南砂６－７－１５  トピレックプラザ４Ｆ 
              TEL ０３(５６１７)６９１１   FAX ０３(５６１７)６９２１ 

 
［参加資格］  プロ１３２名 （'１６ＪＰＢＡ男子トーナメントプロ）  

①トーナメントシードプロ４８名(永久シード矢島純一含む) 
②歴代優勝者シードプロ３名(大澤義樹･玉井慎一郎･益田隆司) 

③前回Ｒ／Ｒ進出者シードプロ２名(山下周作･鈴木博喜) 

④準永久シードプロ５名(貞松保行･半井清･石原章夫･栴檀稔･斉藤正典) 
         ⑤プロテスト実技免除者１名及びトップ合格者１名  
         ⑥シーズントライアル2016ウィンターシリーズ６７名→６８名 

（Ａ会場(ｳﾆｸｽ B)12名･Ｂ会場(品川BC)26名･Ｃ会場(ｲｰｸﾞﾙ B)22名･Ｄ会場(宮崎A/L)7名） 

                 ⑦主催者推薦６名→４名(大月仁･喜納直樹・津島悟志・鈴木崇徳)   
アマ２２４名（本大会出場８８名(シードアマ47名＋アマ選抜大会通過41名)） 

 
［大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ ※６月１５日(水)アマ選抜大会６Ｇ(A･B ｼﾌﾄ)※ゲストとしてシードプロ４４名出場 

本大会 ６月１６日(木)予選前半６Ｇ(A･B ｼﾌﾄ) 

               本大会 ６月１７日(金)予選後半６Ｇ(B･A ｼﾌﾄ)･決勝トーナメント１回戦・２回戦 

               本大会 ６月１８日(土)アマチャンピオンシップトーナメント(ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝﾏｯﾁ) 

                      １回戦・２回戦・準決勝・優勝決定戦 

                   決勝トーナメント３回戦・準々決勝・準決勝・優勝決定戦 

                      
［賞金総額］   ２２,０００,０００円（優勝賞金５,０００,０００円） 

☆ＴＶ決勝パーフェクト賞(決勝T/M準決勝＆決勝 プロ対象)･･1,000,000円（提供:(株)ラウンドワン） 

    ☆パーフェクト賞(予選～決勝T/M準々決勝 プロ対象)･･50,000円（提供:(株)ラウンドワン) 

ＴＶ放映］    スカイＡにて放映予定（調整中・未定）  
［入 場 料］    １日 １,０００円 ※ラウンドワンクラブ会員無料(年会費３００円) 

※ＪＰＢＡ個人＆法人賛助会員・小学生以下無料 
 



【競 技 内 容】 

アマ選抜大会６Ｇ･･アマ１７７名にて(Ａ･Ｂシフト)６Ｇを投球し、各シフト上位２０名及びＡ・Ｂ各シフト２１位の 

         スコア上位者１名・計４１名を本大会へ選出。 

予選１２Ｇ････････プロ１３２名及びアマ８８名の計２２０名にて１２Ｇを投球し(Ａ･Ｂシフト)、上位４８名を 

         決勝トーナメントへ選出。 ※アマ上位１６名をアマチャンピオンシップトーナメント(エキシビションマッチ)へ選出 

決勝トーナメント･･予選通過４８名(上位１６名１回戦シード)にてトーナメント方式により優勝者を決定 

 ※アマチャンピオンシップトーナメント(エキシビションマッチ)･･１６名によるトーナメント方式にて 

順位を決定 

 

 

 注意事項  必ずお読み下さい 

○ボール置き場が手狭の為、会場へのボールの宅配、及びボールの持込制限が６個までとなっています。 

必ずお守り下さい。（ボール登録料＝１個に付き２００円徴収致します） 

○会場へのボールバッグ等宅配便到着は、必ず前日の６月１４日(火)午前１０時～午後６時までに届くよう 

期日指定でご手配下さい。(それ以前に到着した宅配便等は一切受け取れません) ※往復宅配便はご遠慮下さい。 

送り先は・・会場住所に「３階特設ボール置き場」と記載してお送り下さい。 

○駐車場は、１日＝１,０８０円（選手のみ）にてご利用出来ますが会場が複合施設の為、満車になる可能性が 

ありますのでなるべく乗り合わせか、公共交通機関（電車・バス等）をご利用下さい。 

※留め置きは一切出来ません。また駐車場内での事故･盗難等は、会場にて責任を負えませんで予めご了承下さい。

駐車場のご利用時間：１Ｆ(屋外)＝２４時間、２Ｆ(屋内)＝２４時間(但し側面入口は午前８：３０～利用可) 

朝は、正面入口(葛西橋通りに面している)を利用。 側面の入口は午前８：３０

から利用可となります。 

○６月１４日(火)の練習ボール料金は、時間内(１０：００～１８：００)１名千円となります。 

○シードプロを含む４４名(※アマ選抜大会出場予定ゲストプロ参照)の方に、アマ選抜大会のゲストプロとしてご出場を 

お願い致します。なお４４名にＢＬが出た場合は順次繰り下げますので予めご了承下さい。 

○ナインテントーナメントは、ありません。 

○予選(Ａ･Ｂシフト)のシフト抽選を、６／１５(水)１６：００～１７：００に行います。 

シフト抽選に来られない場合は、事前に連絡を入れて下さい。 

○昨年までと競技方法が変わり(予選終了後の準決勝・決勝ラウンドロビンを取りやめ)、決勝トーナメント方式にて

 順位を決定いたします。なお、決勝トーナメント方式採用のため、賞金及びポイントは各回戦敗戦者同賞金・ 

同ポイントといたします。 

※決勝のトーナメント組み合わせ表は、後日ＪＰＢＡホームページにて発表致します。 

 

◆エントリー締切日５／２５(水) 入金締切日６／１(水) 
 



◎アマ選抜大会及び本大会スケジュール 

大会前日  ６月１４日(火)プロ前日検量  
 

１０：００～１８：００  前日有料練習ボール（１名時間内 １,０００円） 

１６：３０～１８：００  プロ前日ボール検量      
 
 
 

大会１日目 ６月１５日(水)アマ選抜大会６Ｇ(A･Bシフト)兼 親睦サインタイム 
プロボール検量・シフト抽選     ２２ＢＯＸ使用 

８：１５  Ａシフト選手集合（アマ８８名＋Ａシフト出場ゲストプロ２２名） 

       ☆Ａシフト出場ゲストプロ２２名 

川添奨太  斉藤茂雄  原田招雄  森本健太  田形研吾  坂田重徳  高橋延明  吉田文啓 

井口直之  糸山賀津人 会田啓介  宮田俊輔  工藤貴志  西川 徹  堀江真一  岡野秀幸 

岡部直治  呉竹博之  黒田仙雄  門川健一  津島健次  長谷 宏   

※Ａシフト投球者次点 ①越後裕哉 ②木村広人 ③青木彰彦 ④山下周作 ⑤大友 仁 

          

  ８：４５  アマ選抜大会Ａシフト６Ｇ（２－３）  

   ｜ 

 １２：４５  ※Ａシフト６Ｇトータル上位２０名本大会へ進出（アマチュアのＡシフト通過者は本大会Ａシフトにて投球） 

          及びＡ・Ｂシフト各２１位のスコア上位者１名本大会へ進出 

１２：４５  親睦サインタイム（Ａシフト出場選手） 

   ｜ 

 １３：００  終了 （アマ選抜大会Ａシフト出場ゲストプロ・・本大会シフト選択） 

         

１３：００  ※中間レーンメンテナンス 

   ｜ 

 １４：４０  ※１３：１５～１４：１５ アマ選抜大会出場ゲストプロボール検量   

 
 
 

 
１４：３０ Ｂシフト選手集合（アマ８９名予定＋Ｂシフト出場ゲストプロ２１名＋１名予定）

       ☆Ｂシフト出場ゲストプロ２１名＋１名 

藤井信人  山本 勲  渡邉航明  和田秀和 矢島純一(不参加) 谷合貴志  酒井武雄  日置秀一 

水野成祐  永野すばる 斉藤琢哉  平山陽一  須田 毅  小林哲也  山崎行夫  安部誠司 

中村太亮  村上拓也  北岡義実  三池丹揮  髙田浩規  河津亨至  儀間義博 

※Ｂシフト投球者次点 ①遠藤誠  ②鈴木博喜 ③山上英章 ④髙淵常志 

※レーンメンテナンスの作業時間により、スタート時間が早まる場合がありますので、予めご了承下さい。 

１６：００～１７：００ 本大会シフト抽選・ボール検量 

（アマ選抜大会に出場するゲストプロ４４名以外の出場プロ・・シフト抽選・ボール検量） 

１５：０５  アマ選抜大会Ｂシフト６Ｇ（２－３） 

   ｜ 

 １９：０５  ※Ｂシフト６Ｇトータル上位２０名本大会へ進出（アマチュアのＢシフト通過者は本大会Ｂシフトにて投球） 

及びＡ・Ｂシフト各２１位のスコア上位者１名、計４１名本大会へ進出 

 １９：０５  親睦サインタイム（Ｂシフト参加選手） 

   ｜ 

 １９：２０  終了（アマ選抜大会Ｂシフト出場ゲストプロ・・本大会シフト選択） 

 



大会２日目  
６月１６日(木) 予選前半６Ｇ 
                  プロ１３２名 及び アマ８８名出場                 ２２ＢＯＸ使用  

   

８：１５    Ａシフト選手集合（プロ６６名＋アマ４４名） 

  ９：００    予選Ａシフト前半６Ｇ（２－３） 

      ｜ 

 １３：１５ 

  １２：４５ Ｂシフト選手集合（プロ６６名＋アマ４４名）

 

１３：４５    予選Ｂシフト前半６Ｇ（２－３） 

      ｜ 

  １８：００ 

 

 

 

大会３日目  
６月１７日(金) 予選後半６Ｇ・決勝トーナメント１回戦・２回戦 
   

８：３０    Ｂシフト選手集合（プロ６６名＋アマ４４名） 

  ９：００    予選Ｂシフト後半６Ｇ（２－３） 

      ｜ 

  １３：１５ 

  
１２：４５ Ａシフト選手集合（プロ６６名＋アマ４４名） 

   

１３：４５    予選Ａシフト後半６Ｇ（２－３） 

      ｜ 

  １８：００    ※予選１２Ｇトータルピンにて上位４８名(上位１６名１回戦シード)決勝トーナメントへ選出 

            

 

  １８：４５    決勝トーナメント１回戦（２Ｇ先取＝Ｂｅｓｔ２ｏｆ３ １６ＢＯＸ１－１打ち） 

      ｜      ３２名（予選通過１７位～４８位） 

 １９：４５  ※１回戦勝者１６名 ２回戦へ進出、敗者３３位タイ(１６名)決定 

 

 ２０：０５  決勝トーナメント２回戦（２Ｇ先取＝Ｂｅｓｔ２ｏｆ３ １６ＢＯＸ１－１打ち） 

   ｜      ３２名（１回戦シード１６名＋１回戦勝者１６名）                

  ２１：０５    ※２回戦勝者１６名 ３回戦へ進出、敗者１７位タイ(１６名)決定 

 

 

 

 



大会４日目(最終日)  
６月１８日(土) 決勝トーナメント３回戦･準々決勝･準決勝･優勝決定戦 

            アマチャンピオンシップトーナメント(エキシビションマッチ)１回戦･２回戦･準決勝･優勝決定戦 

※大会最終日に関しては、タイムスケジュールが変更になる場合がありますので予めご了承下さい。 

 

８：１５  決勝トーナメント３回戦進出者選手集合（１６名） 

 

  ９：００  決勝トーナメント３回戦 （２Ｇ先取＝Ｂｅｓｔ２ｏｆ３ ８ＢＯＸ１－１打ち １６名） 

   ｜      

  １０：００    ※勝者８名準々決勝へ進出、敗者９位タイ(８名)決定 

 

 １０：２０  決勝トーナメント準々決勝（２Ｇ先取＝Ｂｅｓｔ２ｏｆ３ ４ＢＯＸ１－１打ち ８名） 

   ｜ 

 １１：２０  ※勝者４名準決勝へ進出、敗者５位タイ(４名)決定 

 

１０：３０ アマチャンピオンシップトーナメント 出場者選手集合(１６名) 

 

 １１：４０    アマチャンピオンシップトーナメント１回戦（２Ｇ先取＝Ｂｅｓｔ２ｏｆ３ ８ＢＯＸ１－１打ち １６名） 

    ｜              

 １２：４０  ※勝者８名２回戦へ進出 

             

 １３：００  アマチャンピオンシップトーナメント２回戦（２Ｇ先取＝Ｂｅｓｔ２ｏｆ３ ４ＢＯＸ１－１打ち  ８名） 

     ｜          

 １４：００  ※勝者４名準決勝へ進出  

 

 １４：００  転換作業（レーンサイド席設置等） 

   ｜ 

 １４：３０  １４：３０ 決勝トーナメント準決勝進出者選手集合（４名） 

 

 １４：４５  アマチャンピオンシップトーナメント 準決勝 第１試合（１Ｇマッチ） 

   ｜ 

 １５：０５  ※勝者優勝決定戦へ進出  

 

 １５：１５  アマチャンピオンシップトーナメント 準決勝 第２試合（１Ｇマッチ） 

   ｜ 

 １５：３５  ※勝者優勝決定戦へ進出 

 

 １５：４５  アマチャンピオンシップトーナメント 優勝決定戦（１Ｇマッチ） 

   ｜ 

 １６：０５  ※アマチャンピオンシップトーナメント優勝者・２位決定 

 

 １６：２５  決勝トーナメント 準決勝 第１試合（１Ｇマッチ） 

   ｜ 

 １６：４０  ※敗者３位タイ決定 

 

 １６：５０  決勝トーナメント 準決勝 第２試合（１Ｇマッチ）   

   ｜ 

 １７：１０  ※敗者３位タイ決定 

 

 １７：２０  決勝トーナメント 優勝決定戦（１Ｇマッチ） 

   ｜ 

 １７：４０  ※優勝者・２位決定 

  

１７：５０  表彰式 

   ｜ 

 １８：００ 



賞賞金金総総額額      ２２２２,,００００００,,００００００円円  
 

 

   優    勝    ５,０００,０００円   １７位タイ(１６名)２００,０００円   ３３位タイ(１６名)１００,０００円 

                                                     

第 ２ 位    ２,６００,０００円      〃      ２００,０００円        〃      １００,０００円 

                                                     

   ３位タイ(２名)１,６００,０００円       〃      ２００,０００円         〃      １００,０００円 

                                                     

      〃    １,６００,０００円       〃      ２００,０００円         〃     １００,０００円 

                                                     

   ５位タイ(４名)  ８００,０００円       〃      ２００,０００円         〃     １００,０００円 

                                                     

     〃       ８００,０００円       〃      ２００,０００円         〃     １００,０００円 

                                                     

      〃        ８００,０００円       〃      ２００,０００円         〃     １００,０００円 

                                                     

        〃        ８００,０００円       〃      ２００,０００円         〃     １００,０００円 

                                                     

   ９位タイ(８名)  ４００,０００円       〃      ２００,０００円         〃     １００,０００円 

                                                     

     〃        ４００,０００円       〃      ２００,０００円         〃     １００,０００円 

                                                     

   〃       ４００,０００円       〃      ２００,０００円         〃     １００,０００円 

                                                     

     〃      ４００,０００円       〃      ２００,０００円         〃     １００,０００円  

                                                     

     〃      ４００,０００円       〃     ２００,０００円          〃     １００,０００円  

                                                     

     〃       ４００,０００円        〃     ２００,０００円          〃          １００,０００円 

                                                     

     〃       ４００,０００円        〃     ２００,０００円          〃          １００,０００円 

                                                      

    〃       ４００,０００円        〃     ２００,０００円          〃          １００,０００円  

      

☆ＴＶ決勝パーフェクト賞(決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ準決勝＆決勝 プロ対象)･･１,０００,０００円(提供：㈱ラウンドワン) 

☆パーフェクト賞(予選～決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦～準々決勝 プロ対象)･･   ５０,０００円(提供：㈱ラウンドワン) 



 

 


