
コカ・コーラカップ

２０１６千葉オープンボウリングトーナメント
ＪＰＢＡプロボウラー大会要項

［主 催］ 千葉日報社 ／ 千葉県ボウリング場協会

［特別協賛］ コカ･コーライーストジャパン(株)

［後 援］ 千葉県 ／ 佐倉市

［協 力］ 関東ボウリング場協会 ／ 日本プロボウリング協会千葉地区

［公 認］ (公社）日本プロボウリング協会

［開催期日］ 平成２８年 １０月１４日(金)～１６日(日)

［会 場］ ユーカリ・ボウル（ＡＭＦ ３０Ｌ 合成レーン）

〒285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘３丁目２－１

TEL ０４３(４８８)１１１０ FAX０４３(４６１)８１７４

［参加資格］ プロ １９６名（'16ＪＰＢＡ男子トーナメントプロ）

①'16シードプロ４８名及び永久シードプロ

②公認トーナメント優勝者シード

③歴代優勝者シード６名(斉藤正典･宮内圭次郎･大石和弘･栴檀稔･小原照之･中沢奨)

④本大会主催者推薦２名(石原章夫・ジョンテハ) ※前回R/Rシード該当者無し

※以上①②③④大会ｼｰﾄﾞﾌﾟﾛ５６名及び選抜通過プロ２４名･･計８０名本大会出場

⑤準永久シードプロ２名(貞松保行･半井清)

⑥プロテスト実技免除者１名(髙橋俊彦)及びトップ合格者１名(嶋田佑介)

⑦シーズントライアル2016サマーシリーズ１２９名

Ａ会場(宇都宮第二ﾄｰﾖｰﾎﾞｳﾙ)３６名･Ｂ会場(川崎ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ)３８名

Ｃ会場(東名ボール)３３名･Ｄ会場(コーシンボウル)２２名

⑧主催者推薦７名(工藤博充･岩楯泰彦･平塚裕貴、他４名予定)

※以上⑤⑥⑦⑧･･計１４０名プロ選抜大会出場

アマ ３２名(前回ベストアマ佐藤貴啓選手＋アマ選抜大会通過者３１名)

［大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ １０月１４日(金) プロ選抜大会８Ｇ(Ａ･Ｂシフト)

１０月１５日(土) 予選１０Ｇ(Ａ･Ｂシフト)・開会式

１０月１６日(日) 準決勝６Ｇ･決勝ラウンドロビン８Ｇ･決勝ステップラダー

ジュニアエキシビションマッチ２Ｇ

［賞金総額］ ６,２００,０００円（優勝賞金１５０万円）

［入 場 料］ ３日間通し券 ２,０００円 ※高校生以下無料

※大会最終日(10/16(日))に高級ボウリングボールが当たる「優勝者当てクイズ」を実施



◎大会スケジュール
大会前日

１０月１３日(木)前日検量･選抜プロシフト抽選

前夜祭トーナメント

１３：００～１８：００ 有料練習ボール(１名１時間＝１,２００円 以後３０分毎に

６００円追加となります)※時間外会員料金

１７：００～１８：００ 選抜大会出場プロシフト抽選及び前日検量・硬度チェック

２０：００～ 「千葉オープン」前夜祭トーナメント（シードプロ７名出場予定）

出場予定プロ･･藤井信人 川添奨太 山本 勲 斉藤茂雄

矢島純一 酒井武雄 石原章夫 以上７名

※上記プロに不参加者が出た場合･･①永野すばる ②渡邉航明 ③水野成祐

大会１日目

１０月１４日(金)プロ選抜大会８Ｇ(１４０名)

８：３０ プロ選抜大会Ａシフト選手集合（７０名）

９：００ プロ選抜大会Ａシフト前半４Ｇ（２－３）

｜

１１：３０

１１：００ プロ選抜大会Ｂシフト選手集合（７０名）

１１：５５ プロ選抜大会Ｂシフト前半４Ｇ（２－３）

｜

１４：２５

１４：５０ プロ選抜大会Ａシフト後半４Ｇ（２－３）

｜

１７：２０ ※Ａシフト８Ｇトータル上位１２名本大会へ選出

１７：４５ プロ選抜大会Ｂシフト後半４Ｇ（２－３）

｜

２０：１５ ※Ｂシフト８Ｇトータル上位１２名本大会へ選出

※８ＧトータルにてＡ・Ｂ各シフトより上位１２名・計２４名を本大会へ選出

なおシードプロに欠員が出た場合、及び千葉OP開催時までにシードプロ以外で

公認トーナメント優勝者が出た場合は選抜通過者数にて調整致します

※選抜大会通過者(２４名予定)の予選シフト分けは、各シフト成績発表後抽選にて決定致します

１６：００～１７：００ 大会シードプロボール検量 ※選手集合・ミーティングはありません

※今大会はシードプロのシフト抽選を行いません！

※シードプロ４８名は、２０１５年ポイントランキング順にて決定致します

予選Ａシフト→2015ポイントランキング偶数順位者 ２位･４位･６位～48位

予選Ｂシフト→2015ポイントランキング奇数順位者 １位･３位･５位～47位

※歴代優勝者シード並びに本大会推薦者のシフトは、エントリー締切後ＪＰＢＡ

ホームページにて発表致します



大会２日目

１０月１５日(土)予選１０Ｇ･開会式

（大会シードプロ56名＋選抜通過プロ24名＋アマ32名）

８：３０ Ａシフト選手集合（プロ４０名＋アマ１６名）

９：００ 予選Ａシフト前半５Ｇ（２－２）

｜

１１：４５

１１：１５ Ｂシフト選手集合（プロ４０名＋アマ１６名）

１２：１０ 予選Ｂシフト前半５Ｇ(２－２)

｜

１４：５５

１５：１０

｜ [開 会 式]

１５：４０

１６：００ 予選Ａシフト後半５Ｇ(２－２)

｜

１８：４５ ※Ａシフトより１０Ｇトータルピン上位１４名準決勝へ選出(15位･16位＝29～32位の賞金獲得)

１９：０５ 予選Ｂシフト後半５Ｇ(２－２)

｜

２１：５０ ※Ｂシフトより１０Ｇトータルピン上位１４名準決勝へ選出(15位･16位＝29～32位の賞金獲得)

※アマチュア表彰あり（確定分）

大会最終日

１０月１６日(日)準決勝６Ｇ･決勝Ｒ/Ｒ８Ｇ

エキシビションマッチ２Ｇ・決勝ステップラダー

９：００ 選手集合（２８名）

９：３０ 準決勝６Ｇ（１－１）

｜

１１：３５ ※通算１６ＧトータルピンにてＡ・Ｂ各シフト通過者より上位４名･計８名を選出

※９位～２８位は、総合にて決定

１２：３５ 決勝ラウンドロビン(８名によるラウンドロビン方式 総当たり７Ｇ＋ﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾏｯﾁ１Ｇ）

｜ ※０スタートとする。

１５：３０ ※トータルポイント上位３名選出

１５：４０ 練習ボール１０分間

１５：５０ エキシビションマッチ２Ｇ（プロ１名＋ジュニアボウラー２名の３人チームによるベーカー方式）

｜

１６：４０ 成績発表

１７：００ 練習ボール１０分間

１７：１０ 決勝ステップラダー（３名によるステップラダー方式）

｜

１８：００ 表彰式

｜

１８：２０ 打ち上げパーティー

｜



賞金総額 ６,２００,０００円

優 勝 １,５００,０００ 第13位 １２０,０００ 第25位 ６４,０００

第２位 ７７０,０００ 第14位 １１０,０００ 第26位 ６２,０００

第３位 ５２０,０００ 第15位 １００,０００ 第27位 ６０,０００

第４位 ３６０,０００ 第16位 ９０,０００ 第28位 ５８,０００

第５位 ３００,０００ 第17位 ８０,０００ 第29位 ５２,０００

第６位 ２６０,０００ 第18位 ７８,０００ 第30位 ５０,０００

第７位 ２３０,０００ 第19位 ７６,０００ 第31位 ５０,０００

第８位 ２２０,０００ 第20位 ７４,０００ 第32位 ５０,０００

第９位 １７０,０００ 第21位 ７２,０００

第10位 １５０,０００ 第22位 ７０,０００

第11位 １４０,０００ 第23位 ６８,０００

第12位 １３０,０００ 第24位 ６６,０００

☆パーフェクト賞(ﾌﾟﾛ対象)決勝S/L・・１,０００,０００円(提供:千葉オープン実行委員会)

〃 決勝R/R・・ １００,０００円(提供: 〃 )

〃 予選･準決勝・・ ５０,０００円(提供: 〃 )

***************************************************************************************

主な注意事項

◇ 駐車場は無料にてご利用頂けます。但し他施設と共用の為(３００台駐車可、大会当日満車に

なる可能性があります)、なるべく乗り合わせにてご来場・ご利用下さい。

（なお、駐車場内における事故・盗難等については一切責任を負えませんのでご了承下さい）

◇ 会場への宅配便の到着は、１０月１３日(木)午前中以降届く様に手配して下さい。

◇ 千葉オープン実行委員会より、ボール置き場が手狭の為、今大会はボール持ち込み制限が

（一人６個まで）ありますのでご注意下さい。

◇ 選抜大会のシフト抽選を１０／１３(木)の１７：００～１８：００まで行います。

（シフト抽選に間に合わない場合は必ず連絡を入れること）

なお、今大会はシードプロのシフト抽選を行いません！

※シードプロ４８名の予選シフトは、２０１５年ポイントランキング順にて決定致します。

予選Ａシフト→２０１５ポイントランキング偶数順位者 ２位･４位･６位～４８位

予選Ｂシフト→２０１５ポイントランキング奇数順位者 １位･３位･５位～４７位

※歴代優勝者シード及び本大会推薦者のシフトは､エントリー締切後JPBAホームページにて発表

※選抜大会通過者(24名予定)の予選シフト分けは､各シフト成績発表後抽選にて決定します。

◇ 今大会は予選･準決勝とも各シフトから通過者を選出し決勝ﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝは０スタートにて行います。


