ドリスタカップ ２０２１プロボウリング男子新人戦
ＪＰＢＡ大会要項
［主

催］

(公社)日本プロボウリング協会

［後
援］
（予定）

太田市、上毛新聞社、関東ボウリング場協会、(一社)群馬県ボウリング場協会
太田市ボウリング協会、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］

ドリームスタジアム太田

［協

賛］

各社

［協

力］

ドリームスタジアム太田、株式会社スカイＡ、日本プロボウリング協会北関東地区

［公

認］

(公社)日本プロボウリング協会

［期

日］

２０２１年(令和３年) ８月２６日(木)～２７日(金)

［会

場］

ドリームスタジアム太田（ＡＭＦ ４０Ｌ 合成レーン）
〒373-0815 群馬県太田市東別所町４７
TEL ０２７６(５５)１４１１ FAX ０２７６(５５)１４１３

［参加資格］

出場総数 プロ＋アマ＝ＭＡＸ７２名とする
●ＪＰＢＡ男子プロ有資格者４８名（男子：56 期生～59 期生 ※但し新人戦優勝者を除く）
（５６期１５名､５７期１８名､５８期９名､５９期６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。
●男子アマチュアボウラー２４名（但し､プロのエントリー数によりアマ出場枠を増枠）
※詳細については、ＪＰＢＡホームページ及びドリームスタジアム太田ホームページにてご案内いたします。

［大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ ８月２６日(木) 予選１０Ｇ、開会式
８月２７日(金) 準決勝４Ｇ、決勝ラウンドロビン８Ｇ、ＴＶ決勝
［賞金総額］

２,０００,０００円（優勝賞金５０万円）
※優勝者はタイトルホルダーとなります。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いたします。ポイントは算入されません

［テレビ放映］

スカイＡ（ＣＳ放送）「パーフェクトボウリング」にて放映

［ライブ配信］

ライブ中継(準決勝より配信) ボウリングｃｈ

BOWLING ch - YouTube

ライブ中継(予選より配信) Ｒａｎｋｓｅｅｋｅｒ http://rskr.jp/
[ご観戦について]

今大会は、新型コロナウイルス感染予防対策の為、各日共５０名までの人数制限にて【有観客】開催予定
（予定･･･「ドリームスタジアム太田」会員のお客様及び関係者４０名＋ＪＰＢＡ賛助会員１０名）
※上記５０名以外のご家族・付き添い（プロ＆アマボウラー含む）の方は入場出来ません。
※詳細についてはＪＰＢＡホームページ及びドリームスタジアム太田ホームページにてご案内いたします。
※なお、今後の感染拡大状況により、無観客開催または延期・中止となる場合もありますので予めご了承ください。

「ドリスタカップ ２０２１プロボウリング男子新人戦」
出場申し込みの際は、
下記内容に同意のうえお申し込みください。
●ＰＣＲ検査方法について（検査キット郵送による検査法にてＰＣＲ検査を実施）
※事前に検査キットを送りますので、検体(唾液)を採取し指示内容に従って指定先(ＪＰＢＡ事務局)に、
【採取した唾液】を返送してください。（詳細については改めて検査キットを郵送の際にご案内いたします）
●検査結果について（ＰＣＲ検査よる検査結果）
①陰性判定の場合：大会に出場できます。但し､濃厚接触者が陽性の場合はその限りではありません。
②陽性判定の場合：該当者は今大会に出場できません。提携医療機関へオンライン診察の申し込み
を行い、診察を受けた後は医師・管轄保健所の指示に必ず従ってください。また保健所の判断に
より濃厚接触者に該当する選手についても出場できません。
注）選手同士が車など、一緒に行動している場合は濃厚接触者に該当することが予想されますの
で予めご注意下さい。（最低限マスク着用をお願いします）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◎タイムスケジュール
大会前日
８月２５日(水) 前日ボール登録・新人(59 期)研修会
会場入場時：マスク着用、検温・手指消毒実施
１２：００～１３：３０ 新人（５９期の今大会参加者）研修会
１３：００～１７：００ 練習ボール可（時間内１名＝１,５００円）※トーナメントコンディション用意
１５：３０～１７：００ 前日ボール登録 （ボールの硬度・バランスに不安のある選手は申し出ること）
※レーン抽選は、感染予防対策によりプロ＆アマとも事前にトーナメント委員が行います。

大会１日目
８月２６日(木) 予選１０Ｇ･開会式
会場入場時：マスク着用、検温実施・手指消毒
１０：００

選手集合（プロ＆アマ ＭＡＸ７２名予定）
※選手ミーティングはマイク放送にてご案内します

１０：３０

練習ボール１５分間

１０：４５

予選前半５Ｇ（２－２打ち）

｜

１８ＢＯＸ使用

※３Ｇ終了後、場内換気・消毒作業等あり（練習ボール＆休憩なし）

１３：３０
１３：４０

【開 会 式】※簡略化にて実施

｜
１４：００

休憩（約４０分）

１４：４０

練習ボール１０分間

１４：５０

予選後半５Ｇ（２－２打ち）

｜
１７：３５

※８Ｇ終了後、場内換気・消毒作業等あり（練習ボール＆休憩なし）
■予選１０Ｇトータルにてプロ上位２４名・アマ上位１２名を各準決勝へ選出

大会２日目（最終日）
８月２７日(金) プロの部：準決勝４Ｇ・決勝ラウンドロビン８Ｇ
ＴＶ決勝(３名によるステップラダー方式、再優勝決定戦の場合あり)
アマの部：準決勝４Ｇ・ＴＶ決勝(２名による優勝決定戦)
９：００

会場入場時：マスク着用、検温・手指消毒実施
選手集合（プロ２４名・アマ１２名）
※選手ミーティングはマイク放送にてご案内します

９：１５
９：３０
｜
１１：２０

練習ボール１５分間
準決勝４Ｇ（１－２打ち）

１２ＢＯＸ使用

１２：００
１２：１０
｜
１５：１０

練習ボール１０分間
４ＢＯＸ使用
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)）
※前半４Ｇ終了時点で場内換気・消毒作業
■トータルポイント上位３名をＴＶ決勝へ選出
※アマ優勝決定戦進出者ウォーミングアップレーン用意

１５：３０
１５：３５
｜
１５：５５

アマチュア２名 練習ボール５分間
ＴＶ決勝アマチュアの部 優勝決定戦（１Ｇマッチ）

１６：００
１６：１０
｜
１６：３０

プロ３名 練習ボール１０分間
ＴＶ決勝プロの部 ３位決定戦（１Ｇマッチ）

１６：３５
１６：４０
｜
１７：００
｜
１７：０５
｜
１７：１０
｜
１７：２０

トップシード 練習ボール
ＴＶ決勝プロの部 優勝決定戦（１Ｇマッチ）※トップシードが負けた場合、再優勝決定戦あり

■通算１４Ｇトータルにて、プロ上位８名決勝ラウンドロビンへ選出
〃
〃
にて、アマ上位２名ＴＶ決勝（優勝決定戦）へ選出
休憩（約４０分）

※花束贈呈・優勝インタビュー

※勝者インタビュー予定、３位決定

※花束贈呈・優勝インタビュー
表彰式

１７：００
｜
写真撮影、
１７：２０
囲み取材(感染予防対策実施) ｜
１７：２５
｜
１７：３０
｜
１７：４０

練習ボール無し
再優勝決定戦（１Ｇマッチ）
※花束贈呈・優勝インタビュー
表彰式
写真撮影、囲み取材（感染予防対策実施）

賞金総額 ２,０００,０００円
優 勝 ５００,０００円

第 ９位 ５５,０００円

第 17 位 ３４,０００円

第２位 ２６０,０００円

第 10 位 ４８,０００円

第 18 位 ３２,０００円

３位 ２００,０００円

第 11 位 ４６,０００円

第 19 位 ３０,０００円

４位 １２０,０００円

第 12 位 ４４,０００円

第 20 位 ２９,０００円

５位 １００,０００円

第 13 位 ４２,０００円

第 21 位 ２８,０００円

６位

９０,０００円

第 14 位 ４０,０００円

第 22 位 ２７,０００円

７位

８０,０００円

第 15 位 ３８,０００円

第 23 位 ２６,０００円

８位

７０,０００円

第 16 位 ３６,０００円

第 24 位 ２５,０００円

☆ＴＶパーフェクト賞（プロ対象） ５００,０００円（提供：ＪＰＢＡ）
☆パーフェクト賞（予選・プロ対象） １０,０００円（提供：ドリームスタジアム太田）
☆パーフェクト賞（準決勝＆決勝ＲＲ・プロ対象）３０,０００円（提供：ドリームスタジアム太田）

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

ホテル宿泊案内
● 太田グランドホテル 〒373-0851 群馬県太田市飯田町１３７０－５
TEL.0276-46-1264・FAX.0276-46-1522
東武伊勢崎線「太田駅」より徒歩 2 分
● 他、「太田駅」近隣に多数のホテルあり

～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、【ＪＰＢＡ競技会
ガイドライン（ＨＰ参照）】や、同封の【新型コロナウイルス感染予防安全対策に関する｢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、ＰＣＲ検査
により陽性判定(濃厚接触者と認定された者含む)と判定された場合は、当該試合に出場出来ません。

● メンテマシン：フレックスウォーカー、使用オイル：アイス＆ファイヤー、レーン素材：マッドレーン
● レーンコンディション（オイルパターン）については、決定次第ＪＰＢＡホームページにてご案内いた
します。
○ 大会前日（８／２５(水)）に、「新人研修会（59 期生大会参加者）」を行います。12:00～13:30 予定
○ 会場への宅配便の到着は、センターさんに迷惑がかからないよう手配する事。
※宅配便を利用してトリプルバッグ(25kg 以上)を発送ならびに返送はルールにて禁止されています！
※車等自分で会場内にトリプルバッグ(25kg 以上)を搬入＆搬出はＯＫ！
○ ボール登録料を１個につき２００円徴収致します。
会場内へのボール持ち込み制限は、８個までとなります。（ボール登録は１２個まで可！）
○ 駐車場案内･･･無料（選手はなるべく第２駐車場（ボウリング場裏手）をご利用ください）
※駐車場内での事故・盗難等に関しては一切責任を負えませんのでご注意ください。
○ 前日の練習ボール料金は１名＝１,５００円にてご利用出来ます。
○ エントリー及び入金締め切りは、８／５（木）午後５時まで！
※エントリーは、特別開催規定ならびにＰＣＲ検査結果について同意のうえお申し込みください。
（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）
〇 大会当日のお弁当（昼食）について
８月２６日（木）及び２７日（金）に、お弁当（昼食）を希望する選手は、エントリーフォームのお弁当
注文欄に個数を記入して下さい。 １個７５０円

