
２０２０ プロボウリング レディース 新人戦
ＪＰＢＡ大会要項

［主 催］ (公社)日本プロボウリング協会

［後 援］ 神奈川県ボウリング場協会、ベースボール･マガジン社、ボウリングジャーナル

［特別協賛］ (株)スカイＡ

［協 賛］ (公社)日本ボウリング場協会、他 各社

［協 力］ (株)スポルト ／ 日本プロボウリング協会 神奈川･東地区

［公 認］ (公社)日本プロボウリング協会

［開催期日］ 令和２年(２０２０年) ９月５日(土)～６日(日)

［会 場］ ボウリング王国スポルト八景店（ＢＷ３６Ｌ 合成レーン(アンビレーン)）

〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀２－１３－１

TEL０４５(７８１)３１１２ FAX０４５(７８４)６０３２

［参加資格］ 出場総数 プロ＋アマ＝６０名とする。

プロ有資格者３７名（有資格者:女子４９期生～５２期生 ※但し新人戦優勝者を除く）

（49期１３名､50期１０名､51期１０名､52期４名）

※新人戦のタイトルホルダーは次年度からの参加は出来ません。

女子アマチュアボウラー２３名（但し､プロのエントリー数によりアマ出場枠を増枠）

※将来的に｢プロボウラー資格取得テスト｣受験希望の女子に限ります。

※出場申込は､ＦＡＸにて会場センターまでお申し込みください｡(先着順)

詳細は、｢ボウリング王国スポルト八景店｣ＨＰアマチュア募集案内をご覧ください！

［大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ １日目 ９月５日(土)予 選８Ｇ

２日目 ９月６日(日)準決勝６Ｇ・決勝トーナメント(プロの部８名＆アマ優勝決定戦)

※優勝者はタイトルホルダーとなります。

また、賞金は賞金ランキングに算入しトータルピンは通常通りアベレージ

ランキングに算入致します。ポイントは算入されません。

［賞金総額］ ２,０００,０００円（優勝５００,０００円）

☆ＴＶパーフェクト賞予定(プロ優勝決定戦対象)･･100,000円(提供:(株)スカイＡ)

☆パーフェクト賞(プロ予選～優勝決定戦対象)･･50,000円

［ＴＶ放映］ スカイＡにて放映

※Ｒａｎｋｓｅｅｋｅｒ中継(配信) http://rskr.jp/

［観戦について］ １日目(9/5(土))は、無観客にて開催

（出場選手･大会関係者以外は入場できません。※ご家族･付き添い(プロボウラー含む)の方も不可)

２日目(9/6(日))については､東京･神奈川の新型コロナウイルス感染状況を考慮し

無観客または有観客(神奈川県在住の方､約２０名予定)開催を判断、８月中旬以降に

ＪＰＢＡホームページにてご案内・発表いたします。

※今後、新型コロナウイルス感染状況や政府の方針により、やむを得ず中止となる場合もあります

ので予めご了承ください

http://rskr.jp/


◎タイムスケジュール

大会前日

９月４日(金)前日ボール登録＆レーン抽選(プロのみ)

抗体検査実施 ※今年度の「新人研修会」は中止

※会場入場時：検温実施・マスク着用・手指消毒

※抗体検査の結果によっては、翌日出場出来ない場合があります

１０：００～１６：００ 出場プロボウラー＆アマチュアボウラー 抗体検査実施

１１：００～１７：００ 出場プロ＆アマ 有料練習ボール（１名１,５００円）

１１：００～１５：００ プロボウラー ボール登録 ＆ レーン抽選

１５：００ プロボウラー選手集合 ※出場プロは、１５：００までに抗体検査及び

選手受付を済ませること

１６：００ アマチュアボウラー選手集合 ※出場アマは、１６：００までに抗体

検査及び選手受付を済ませること

大会１日目

９月５日(土)予選８Ｇ

※会場入場時：検温実施・マスク着用・手指消毒

１０：００ 選手集合（プロＭＡＸ３７名(予定)＋アマＭＡＸ２３名(予定)）

１０：３０ オープニングセレモニー 約１０分

｜

１０：４０

１０：４５ 練習ボール１５分間

｜

１１：００ 予選前半４Ｇ（２－２打ち）

｜

１３：１０

※休憩約５０分 場内換気、清掃・消毒の実施

１４：００ 練習ボール１０分間

｜

１４：１０ 予選後半４Ｇ（２－２打ち）

｜

１６：２０ ※予選８Ｇトータルピン プロ上位２４名・アマ上位８名を各準決勝へ選出

（但し、プロ予選出場数が２６名以下の場合は上位１６名を準決勝へ選出）

（但し、アマチュア予選出場数が１１名以下の場合は上位４名を準決勝へ選出）

スカイＡインタビュー（安全対策のうえ実施予定）



大会２日目(最終日)

９月６日(日)プロの部準決勝６Ｇ･決勝トーナメント

アマの部準決勝６Ｇ･アマ優勝決定戦

※準決勝よりＴＶ収録予定

※会場入場時：検温実施・マスク着用・手指消毒

９：００ 選手集合（プロ２４名or１６名） ９：００ 選手集合（アマ８名or４名）

９：１５ 練習ボール１５分間 ９：１５ 練習ボール１５分間

９：３０ プロの部準決勝６Ｇ(１－２or１－１)９：３０ アマの部準決勝６Ｇ(１－１)

｜ ※前半終了後、場内換気 ｜

１２：２０ ※プロの部通算１４Ｇ上位８名 １１：４０ ※アマの部 通算１４Ｇ上位２名

（１１：５０） 上位８名決勝T/Mへ選出 優勝決定戦へ選出(ｱﾏ3位～4位or8位表彰)

休憩約４５分 ※15:30アマ優勝決定戦進出者2名集合

準決勝通過順位

１３：１５ 決勝トーナメント１回戦(１Ｇマッチ) 第１試合 ６位ｖｓ３位

｜

１３：３５

１３：４０ 決勝トーナメント１回戦(１Ｇマッチ) 第２試合 ２位ｖｓ７位

｜

１４：００

１４：０５ 決勝トーナメント１回戦(１Ｇマッチ) 第３試合 ５位ｖｓ４位

｜

１４：２５

１４：３０ 決勝トーナメント１回戦(１Ｇマッチ) 第４試合 １位ｖｓ８位

｜

１４：５０ ※プロ５位～８位決定・表彰 ※順位の決定は、各回戦のスコアにて決定！

１５：１０ 決勝トーナメント準決勝(１Ｇマッチ) 第１試合

｜

１５：３０

１５：３５ 決勝トーナメント準決勝(１Ｇマッチ) 第２試合

｜

１５：５５ ※プロ３位・４位決定 ※順位の決定は、各回戦のスコアにて決定！

１５：３０ 選手集合 アマ優勝決定戦進出者２名

１６：０５ アマ優勝決定戦(１Ｇマッチ)

｜

１６：２５ ※花束贈呈・優勝インタビュー（アマ２位表彰）

１６：３５ 決勝トーナメント プロ優勝決定戦(１Ｇマッチ)

｜

１６：５５ ※花束贈呈・優勝インタビュー

１７：００ 表彰式（プロ優勝者～第４位、アマ優勝者）

｜



賞金総額 ２,０００,０００円

優勝 ５００,０００ 第１３位 ３７,０００

第 ２ 位 ２７５,０００ 第１４位 ３５,０００

第 ３ 位 １８０,０００ 第１５位 ３４,０００

第 ４ 位 １４０,０００ 第１６位 ３３,０００

第 ５ 位 １１０,０００ 第１７位 ３２,０００

第 ６ 位 ９５,０００ 第１８位 ３１,０００

第 ７ 位 ８０,０００ 第１９位 ３０,０００

第 ８ 位 ７０,０００ 第２０位 ２９,０００

第 ９ 位 ５５,０００ 第２１位 ２８,０００

第１０位 ４５,０００ 第２２位 ２７,０００

第１１位 ４３,０００ 第２３位 ２６,０００

第１２位 ４０,０００ 第２４位 ２５,０００

☆ＴＶパーフェクト賞予定(プロ優勝決定戦対象)･･１００,０００円(提供:(株)スカイＡ)

☆パーフェクト賞(プロ予選～優勝決定戦対象)･･５０,０００円

☆プロの部優勝副賞･･･お米コシヒカリ１００ｋｇ（提供：(株)スポルト）

☆ 〃 ･･･コカ･コーラ製品１年分 (提供：(株)スポルト）

☆ 〃 ･･･ジェラート専門店 マリオジェラテリア[ミックスセット]アイスギフト

(提供：(株)スポルト）

☆アマの部優勝副賞･･･森永製品１年分（提供：(株)スポルト）

☆ 〃 ･･･ジェラート専門店 マリオジェラテリア[ミックスセット]アイスギフト

(提供：(株)スポルト）

☆プロの部予選各ゲームＨ／Ｇ賞･･･炊き込みごはん（提供：(有)ＨＭＧ）



～注意事項～

重要 「新人戦」開催にあたり、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の取り組みとして、

別紙【ＪＰＢＡ競技会 新型コロナウイルス感染症対策特別規定（プロ用）】および

【ＪＰＢＡ競技会ガイドライン(簡易版)】を必ず熟読し遵守してください。

また、同封の【新型コロナウイルス感染予防安全対策に関する｢女子新人戦｣出場選手

への注意事項】も熟読すること。

感染予防対策として、ＪＰＢＡガイドラインに基づき大会２週間前より健康(体温測定

など)チェックを行い、記入した体温記録＆行動記録チェック用紙を、大会前日に必ず

提出してください。(入力フォームにて送信した方は、提出の必要はありません)

なお、「ＪＰＢＡ競技会新型コロナウイルス感染症対策特別規定」などに該当する者

抗体検査によりＩｇＭ抗体が陽性の場合は、当該試合に出場出来ません。

※ＩｇＭ抗体が陽性の場合は、ＰＣＲ検査を受けていただきます。（その場合、PCR

検査結果が判明するまで２日間(試合翌日)かかりますので、その間ホテルまたは

自宅待機となります。(注)結果判明まで公共交通機関等は利用できません）

● メンテマシン：ケーゲルフレックス、使用オイル：プロデジ、クリーナー：ディフェンスＣ

● レーンコンディションについては、同封オイルパターン参照

○ 新型コロナウイルス感染予防対策により、大会前日の｢新人研修会｣は中止し、抗体検査を

全員行います。出場プロは大会前日(9/4(金))１５：００までに集合してください。

抗体検査は１０：００～１５：００ 実施予定

※出場アマは大会前日(9/4(金))１６：００までに集合！(抗体検査は、10:00～16:00実施予定)

○会場への宅配便の到着はセンターさんに迷惑のかからないように期日指定(9/3(木)の正午以降着)

などで手配してください。 ※ボールバッグを宅配便で送る際、キャスター付きのトリプルバッグ

は禁止されていますのでご注意ください。(自家用車等､自分で会場内に搬入＆搬出するのは構いません)

○ボール置き場が手狭な為、会場へのボールの持ち込み制限は６個までとなりますのでご注意下さい。

（ボール登録料を１個につき２００円徴収致します）※ボール登録は１２個まで可！

○ 駐車場案内･･･今年度は、感染予防対策として選手もセンター建物付属の提携駐車場「タイムズ

京急金沢八景第一駐車場」も利用可能です。※入庫から最大６時間無料

その他の駐車場については、別紙駐車場案内地図をご覧ください。

○ エントリー及び入金締め切りは、８／１８（火）午後５時まで！

※エントリーの際、感染症対策特別規定ならびに抗体検査結果について了承する場合は、同意する

にチェックを入れてください。（同意がない場合は、今大会ルールによって出場できません）


