
第３２回六甲クイーンズオープン トーナメント

［主 催］ 株式会社グランド六甲

［後 援］ 神戸市／神戸市教育委員会／神戸市灘区役所／(公財)神戸市スポーツ体育協会

神戸新聞社／デイリースポーツ／日刊スポーツ新聞社／報知新聞社

(株)ラジオ関西／(株)サンテレビジョン／兵庫県ボウリング場協会

［公 認］ (公社)日本プロボウリング協会

［開催期日］ ２０１６年 ７月１１日(月)～１２日(火)

※７月１０日(日)は｢第36回神戸プロアマボウリングフェスティバル兼アマ予選会｣

［会 場］ 神戸六甲ボウル （ＡＭＦ ４０Ｌ 合成レーン）

〒657-0035 兵庫県神戸市灘区友田町５丁目２－１

ＴＥＬ ０７８(８４１)３１５１

ＦＡＸ ０７８(８１１)３３９２

［参加資格］ ＪＰＢＡ女子プロボウラー ７６名

（歴代優勝者含む'16下半期トーナメント出場有資格者上位７３名及び主催者推薦３名）

※必ず「神戸プロアマボウリングフェスティバル」に全員参加の事

女子アマチュアボウラー １９名

（六甲クイーンズオープントーナメント予選会女子上位者１９名）

［大会スケジュール］

※７月１０日(日)｢第36回神戸プロアマボウリングフェスティバル｣並びに

｢第32回六甲クイーンズオープントーナメント女子アマ予選会｣(プロ全員参加)

７月１１日(月)開会式

予 選･･プロアマともに予選１０Ｇ投球し上位３２名を準決勝へ選出

７月１２日(火)準決勝･･３２名にて５Ｇ、通算１５Ｇトータルピンにて上位８名を

決勝ラウンドロビンへ選出

決勝RR･･８名によるラウンドロビン方式にて総当たり戦７Ｇ及び

ポジションマッチ１Ｇを行いトータルピン持ち込みの

ボーナスポイント方式にて上位４名をＴＶ決勝へ選出

TV決勝･･４名によるステップラダー方式

[ＴＶ放映] スカイＡ

［賞金総額］ ５,０００,０００円（優勝賞金１,２００,０００円）

☆パーフェクト賞(決勝R/R～TV決勝ﾌﾟﾛ対象)総額 1,000,000円(提供:(株)ｸﾞﾗﾝﾄﾞ六甲)

☆ 〃 (予選～準決勝ﾌﾟﾛ対象)･･50,000円(提供:(株)ｸﾞﾗﾝﾄﾞ六甲)

☆パーフェクト賞：美容エッセンスＳＰＨ３００(提供:(株)あさひ）



◎タイムスケジュール
７月９日(土)

１５：３０～１９：００ 有料練習ボール

１７：００～１８：００ 前日ボール検量・硬度チェック

※「神戸プロアマフェスティバル」のシフト決定は､エントリー締切後に

下半期の出場優先順位を基に割り振りします。

※シフトの確認は､６月２３日(木)午後５時以降にＪＰＢＡホームページで

確認するか、事務局までお問い合わせ下さい。

７月１０日(日)「第３６回神戸プロアマボウリングフェスティバル」並びに

「第３２回六甲クイーンズオープントーナメント予選会」

（別紙要項参照 出場プロボウラーは全員参加となります）

大会１日目

７月１１日(月) 開会式・予選１０Ｇ

１０：３０ 選手集合（プロ７６名＋アマ１９名） ※１０：３５選手ミーティング

１１：００

｜ 【開 会 式】

１１：３０

１２：００ 予選前半５Ｇ（２－３）

｜

１５：２０ ※休 憩

１６：２０ 予選後半５Ｇ（２－３）

｜

１９：４０ ※予選１０Ｇトータルピン 上位３２名選出

大会２日目(最終日)

７月１２日(火) 準決勝５Ｇ･決勝ＲＲ８Ｇ･ＴＶ決勝

９：００ ９：００ 選手集合３２名

９：４５ 準決勝５Ｇ（１－１）

｜

１１：３５ ※通算１５Ｇトータルピン 上位８名選出

１２：３０ 決勝ラウンドロビン（８名によるラウンドロビン方式(Ｐ・Ｍ含む)にて

｜ ポイント上位４名選出）

１５：３０

１６：１５ ＴＶ決勝（４名によるステップラダー方式）

｜

１７：３０ 表彰式

１７：５０ 懇親会パーティー

｜



賞金総額 ￥５,０００,０００

優 勝 １,２００,０００円 第１７位 ７０,０００円

第 ２ 位 ６００,０００円 第１８位 ６８,０００円

第 ３ 位 ３６０,０００円 第１９位 ６６,０００円

第 ４ 位 ３００,０００円 第２０位 ６４,０００円

第 ５ 位 ２６０,０００円 第２１位 ６２,０００円

第 ６ 位 ２４０,０００円 第２２位 ６０,０００円

第 ７ 位 ２２０,０００円 第２３位 ５８,０００円

第 ８ 位 ２００,０００円 第２４位 ５６,０００円

第 ９ 位 １１０,０００円 第２５位 ５４,０００円

第１０位 １０５,０００円 第２６位 ５２,０００円

第１１位 １００,０００円 第２７位 ５０,０００円

第１２位 ９５,０００円 第２８位 ４８,０００円

第１３位 ９０,０００円 第２９位 ４６,０００円

第１４位 ８５,０００円 第３０位 ４４,０００円

第１５位 ８０,０００円 第３１位 ４２,０００円

第１６位 ７５,０００円 第３２位 ４０,０００円

☆パーフェクト賞(決勝R/R～TV決勝ﾌﾟﾛ対象)総額１,０００,０００円(提供：(株)グランド六甲)

☆パーフェクト賞(予選～準決勝ﾌﾟﾛ対象)･･ ５０,０００円(提供：(株)グランド六甲)

☆パーフェクト賞：美容エッセンスＳＰＨ３００(提供:(株)あさひ）

主な注意事項

※センターへボールバッグを送る際は､７月８日(金)正午以降到着でご手配下さい。

※前日検量を､７月９日(土)１７：００～１８：００まで行いますので、可能な方はなるべく完了

して下さい。

※７月１０日(日)に行われる｢神戸プロアマフェスティバル｣は、全員参加となりますので

ご注意下さい。（参加しないと六甲クイーンズオープンには出場出来ません）

なお、｢第36回プロアマフェスティバル｣のシフトは､エントリー締切後実行委員会で決定し、

６／２３(木)午後５時以降に発表しますのでＪＰＢＡホームページで確認するか事務局に

お問い合わせ下さい。

※地下１階・２階の駐車場が「タイムズ」となり駐車料金の特別割引が若干変更になる可能性が

あります。予めご了承下さい。

※決勝ラウンドロビン進出者(８名)は、打ち上げパーティーにご参加下さい。

※ＴＶ決勝進出者は４名となります。(昨年まで３名進出)。

※今回最終日の翌日が｢東海オープン(星ヶ丘ﾎﾞｳﾙ)｣の前日検量となる為、特別に神戸六甲ボウル

会場から星ヶ丘ボウル会場までボールバッグの移動(運搬)を手配致しました。

希望者は、別紙｢六甲｣エントリー用紙か、メール(ｱﾄﾞﾚｽ ｔｏｕｒｆ＠ｊｐｂａ.ｏｒ.ｊｐ)にて

希望バッグ数を記載してお申し込み下さい。 ※料金は星ヶ丘ボウルにて集金します。

料金は１バッグにつき･･･トリプルバッグ以上１５００円、ダブルバッグ１０００円、シングルバッグ５００円



「第３６回神戸プロアマボウリングフェスティバル」並びに

「第３２回六甲クイーンズオープントーナメント予選会」

要 項

〈日 時〉 ２０１６年 ７月１０日（日）

〈会 場〉 神戸六甲ボウル

〈承 認〉 （公社)日本プロボウリング協会

〈参加資格〉 ①アマチュア参加資格自由（但し先着１５２名）

②女子プロボウラー７６名（'16下半期優先順位上位73名+主催者推薦3名）

（Ａシフト＝プロ３８名＋アマ７６名 計１１４名 １９ＢＯＸ×６名）

（Ｂシフト＝プロ３８名＋アマ７６名 計１１４名 １９ＢＯＸ×６名）

〈競技方法〉 プロ･アマとも予選６Ｇを投球し(A･Bｼﾌﾄ前後半各3G)、各シフト上位１０名・

計２０名を決勝トーナメントへ選出。(各シフト１位･２位は１回戦･２回戦シード)

決勝トーナメント１Ｇマッチによりプロアマ総合にて最終順位を決定。

※11日･12日に開催する｢六甲クイーンズ｣への女子アマチュア出場資格は、

各シフト女子アマ上位９名及び各シフト女子アマ第１０位のスコア上位者１名・

計１９名に出場資格を与える。(出場辞退者が出た場合は順次繰り下げ)

〈使用レーン〉 ３Ｌ～４０Ｌ（１９ＢＯＸ使用）※予備１・２Ｌ

〈シフト分け〉 Ａシフト･Ｂシフトの振り分けは､エントリー締切後､下半期の出場優先順位順を

(出場プロ) 基に決定し、６月２３日(木)午後５時以降に発表致します。

（ＪＰＢＡホームページにて自分のシフトを確認するか、事務局にお問い合わせ下さい）

〈アマ参加料〉 前売り１２,０００円 （当日１５,０００円）

〈タイムスケジュール〉 ８：３０ Ａシフト 選手集合１１４名（プロ38名＋アマ76名）

８：４５～ ９：００ Ａシフト練習ボール(１５分間)

９：００～１１：１５ 予選Ａシフト前半３Ｇ（ＢＯＸ ６名）

１０：３０ Ｂシフト 選手集合１１４名（プロ38名＋アマ76名）

１１：２０～１１：３５ Ｂシフト練習ボール(１５分間)

１１：３５～１３：５０ 予選Ｂシフト前半３Ｇ（ＢＯＸ ６名）

１４：００～１４：１５ 開会式

１４：２５～１４：３５ Ａシフト練習ボール(１０分間)

１４：３５～１６：５０ 予選Ａシフト後半３Ｇ（ＢＯＸ ６名）

※Ａシフト６Ｇ上位１０名決勝T/Mへ(1位･2位は1･2回戦シード)

１６：５５～１７：０５ Ｂシフト練習ボール(１０分間)

１７：０５～１９：２０ 予選Ｂシフト後半３Ｇ（ＢＯＸ ６名）

※Ｂシフト６Ｇ上位１０名決勝T/Mへ(1位･2位は1･2回戦シード)

１９：４０～１９：４５ 練習ボール(５分間)

１９：４５～２１：５０ 決勝トーナメント(１Ｇマッチ)１・２・３回戦・準決勝・決勝

２１：５５～２２：１５ 表彰式



《競技規定等》

「第36回神戸プロアマボウリングフェスティバル」は承認大会の為、Ａシフト･Ｂシフトの振り分けを

実行委員会にて行いますので予めご了承下さい。('16下半期出場優先順位順に振り分け予定）

なお、Ａシフト・Ｂシフトの振り分け結果は、エントリー締切り後６月２３日(木)午後５時以降に

ＪＰＢＡホームページにて確認するか、事務局にお問い合わせ下さい。

（１）全てのゲームは、(公社)日本プロボウリング協会承認ゲームとする。

（２）アマチュア女子には、１ゲーム１５ピンのハンディキャップを与える。

（３）順位判定は、６ゲームのトータルピンによる。同点の場合は以下の順で決定する。

①３ゲームシリーズのハイ・ローの差の少ない方を上位とする。

②更に同点の場合は、ハイゲームの高い方を上位とする。

（４）その他のルールはＮＢＲにより裁定する。

《表彰規定》

（１）表彰は、決勝トーナメント進出者(各シフト予選上位１０名・計２０名)を対象とし総合順位にて

プロボウラーには賞金を、アマチュアには賞品を贈呈する。

（２）女子アマチュア上位１９名には、｢第３２回六甲クイーンズオープントーナメント｣の

出場資格を与える。(各シフト女子アマ上位９名及び各シフト第１０位のスコア上位者１名)

（３）パーフェクトゲームには、プロボウラーには賞金をアマチュアには記念品を贈呈する。

プロ･･パーフェクト賞 賞金 ３０,０００円

アマ･･パーフェクト賞 記念品

〈表彰〉

表彰(賞金)金額については、当日ミーティングにて発表致します。

以上


