「ありがとう」
ＪＰＢＡ ＷＯＭＥＮ’Ｓ ＡＬＬ☆ＳＴＡＲ ＧＡＭＥ ２０２２
～日本最高峰の女子プロボウリングトーナメント～

ＪＰＢＡ 大会要項
＜主

催＞

北小金ボウル

＜協

力＞

千葉県ボウリング場協会日

＜主管運営＞

オールスターゲーム実行委員会

＜公

(公社)日本プロボウリング協会

認＞

2022.1.11

＜開催期日＞

２０２２年(令和４年) ２月１２日(土)～１３日(日)の２日間
※２月１１日(金) 前夜祭トーナメント予定

＜会

北小金ボウル（ＡＭＦ３０Ｌ ウッドレーン）

場＞

ね ぎうち

〒270-0011 千葉県松戸市根木内２４９－７
ＴＥＬ ０４７(３４１)９１９１
＜参加資格＞

ＦＡＸ ０４７(３４５)５８７１

ＪＰＢＡ2022 女子トーナメントプロ２6 名

① 2022 トーナメントシードプロ(TS)２４名
② 前年度公認トーナメント優勝者シードプロ１名（三浦美里）
③ 主催者推薦１名（本間成美）
※ 上記①～③に欠員が出た場合は、2020-21 シーズン最終ポイントランキング２7 位より繰り上げ
出場プロ２６名予定 姫路
麗、坂本 かや、丹羽由香梨、霜出 佳奈、本間由佳梨、松永 裕美、佐藤まさみ、中島 瑞葵
久保田彩花、寺下 智香、川﨑 由意、小林よしみ、大嶋 有香、小久保実希、板倉奈智美、浅田 梨奈
岸田 有加、中谷 優子、越智 真南、名和
秋、内藤真裕実、桑藤 美樹、近藤 文美、小林あゆみ
三浦 美里、本間 成美 次点①宇山侑花、②キム･ソヒョン、③渡辺けあき
※①②とも｢全日本｣開催時に東大和グランドボウルにて実施される広報用写真撮影に協力出来る選手

＜大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ＞ １日目 ２月１２日(土) オープニングセレモニー、予選ラウンドロビン前半１５Ｇ
２日目 ２月１３日(日) 予選ラウンドロビン後半１１Ｇ＋P･Ｍ１Ｇ、ＴＶ決勝
＜賞金総々額＞ ５,５００,０００円(優勝賞金１５０万円 ※優勝副賞３０万円含む)
☆パーフェクト賞(決勝ステップラダー対象) 1,000,000 円(提供：北小金ボウル)
☆パーフェクト賞(予選対象) 50,000 円(提供：北小金ボウル)
＜ＴＶ放映＞

スカイＡ「パーフェクトボウリング」にて放映予定(大会２日目後半１２Ｇ＆決勝ステップラダー収録）
※スカイＡボウリング専門 YouTube チャンネル「ボウリング ch」及び Rankseeker にてライブ配信予定

※ご観戦について
新型コロナウイルス感染症の国内の状況を鑑み慎重に検討を重ねてまいりましたが、
【無観客】開催とすることを決定
いたしました。観戦や大会を囲む様々なイベントを心待ちにして下さっていた皆様には深くお詫び申し上げますと共に
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府及び自治体の見解や今後の新型コロナウイルス感染状況等、事態の推移に伴い、大会開催の可否を含めて
内容を変更する場合がございますので予めご了承下さい。
（大会特設サイトまたはプロ協会ＨＰにてご案内いたします）

～お知らせ～
大会前々日に開催を予定しておりました２月１０日(木) ｢オールスターゲーム開催記念大会｣

及び 大会前日に開催を予定しておりました２月１１日(金) 「前夜祭トーナメント（昼の部・
夜の部）
」は、新型コロナ「オミクロン株」の急速拡大に伴う緊急対応のため、誠に申し
訳ありませんが、中止とさせていただきます。

☆タイムスケジュール
大会前日
２月１１日(金･祝) 前日練習＆ボール登録
９：００～１３：００ 出場プロボウラー公式練習（非公開）
（ボール登録 １２：００～１３：００）
１３：００ 選手集合(２６名) ※１３：００より選手ミーティング（開催内容説明）
※「前夜祭トーナメント」が中止となった為、選手集合時間（１３：００）を含め、大会前日のタイムスケジュールが
変更となる場合があります。
（変更の場合は改めてご案内いたします）
※参加プロ２６名は、スカイＡによるインタビュー撮り及び主催者による宣材写真撮影にご協力ください
１４：００～１６：３０ 前夜祭トーナメント「昼の部」３Ｇ ※出場プロ１３名(2020-21 最終Ｐランキング奇数順位)
姫路
麗、丹羽由香梨、本間由佳梨、佐藤まさみ、久保田彩花、川﨑 由意、大嶋 有香
浅田 梨奈、中谷 優子、名和
秋、桑藤 美樹、小林あゆみ、本間 成美
１８：００～２０：３０ 前夜祭トーナメント「夜の部」３Ｇ ※出場プロ１３名 (2020-21 最終Ｐランキング偶数順位)
坂本 かや、霜出 佳奈、松永 裕美、中島 瑞葵、寺下 智香、小林よしみ、小久保実希
板倉奈智美、岸田 有加、越智 真南、内藤真裕実、近藤 文美、三浦 美里
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
●ご案内（今大会のＰＣＲ検査について）
今大会は、２０２２年１月２８日までにワクチン接種を２回済ませている選手については、ＰＣＲ検査は行いません。
但し、①コロナワクチン｢接種済証｣または｢接種記録書｣等を提示してください。(｢接種済証｣のコピーや撮影したものを
提示でも可。事前に指定のメール宛先に送るか大会前日または大会当日受付に提示してください。提示出来ない
場合は、大会に出場出来ません）
②諸事情によりコロナワクチン接種を受けられない選手またはまだ受けていない選手は、自己負担によるＰＣＲ
検査受診が必要となります。
※②の自己負担による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事務局または提携の
検査機関に直接)に【採取した唾液】を返送してください。
※②の検査結果について（ＰＣＲ検査よる検査結果）
1.陰性判定の場合：大会へ出場できます。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：管轄の保健所に医師又は大会関係者が届出を行います。
（該当者は今大会に出場できません）
必ず管轄の保健所の指示に従って下さい。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、
あらかじめご注意下さい。
（最低限マスク着用をお願いします）
（なお､今後「新型コロナ感染症」が再拡大した場合、全員の方にＰＣＲ検査受診をお願いする場合があります）

大会１日目
２月１２日(土) オープニングセレモニー・予選ラウンドロビン前半１５Ｇ
９：００ 選手集合（２６名） ９：０５ ミーティング

１３ＢＯＸ使用
※８：３０ 一般入場受付開始予定

９：３０ オープニングセレモニー（選手紹介等）
｜
ウォーミングアップ（練習ボール）
９：５５
１０：００ 予選 第１ラウンド３Ｇ
｜
１１：１０
第２ラウンド３Ｇ
｜
１２：２０ ※休憩（約５０分） ※場内換気＆消毒作業実施
１３：１０ 練習ボール（５分間）
１３：１５ 予選 第３ラウンド３Ｇ
｜
１４：２５
第４ラウンド３Ｇ
｜
１５：３５ ※小休憩（約１０分）※場内換気＆消毒作業実施
１５：４５
１５：５０
｜
１７：００
１７：３０
｜
１８：００

練習ボール（５分間）
予選 第５ラウンド３Ｇ（２Ｇ＋１４Ｇ終了時点によるポジションマッチ１Ｇ）
※１４Ｇ終了後、集計・順位順によるポジションマッチ１Ｇ実施
【ファン感謝イベント】 ※状況により中止となる場合もあります

大会２日目(最終日)
２月１３日(日) 予選ラウンドロビン後半１２Ｇ・決勝ステップラダー
※大会最終日のタイムスケジュール関しては、テレビ収録の都合により若干変更になる場合があります

９：００ 選手集合（２６名） ９：０５ ミーティング

１３ＢＯＸ使用

※８：３０ 一般入場受付開始予定

９：３０ 選手紹介等
｜
ウォーミングアップ（練習ボール）
９：５５
１０：００ 予選 第６ラウンド３Ｇ
｜
１１：１０
第７ラウンド３Ｇ
｜
１２：２０ ※休憩（約５０分）※場内換気＆消毒作業実施
１３：１０
１３：１５
｜
１４：２５
｜
１５：３０
｜
１５：５５

練習ボール（５分間）
予選 第８ラウンド３Ｇ
ファイナル(第９)ラウンド３Ｇ（２Ｇ＋ポジションマッチ１Ｇ）
※集計、選手紹介・ＢＯＸ４球練習ボール
予選ＲＲ ポジションマッチ１Ｇ

※集計・成績発表 ポイント上位５名決勝ステップラダーへ選出
国歌吹奏
１６：３０ 練習ボール（１５分間）
１６：４５ 決勝ステップラダー （５位決定戦・４位決定戦・３位決定戦・優勝決定戦 各１Ｇマッチ）
｜
１８：３０ 表彰式（優勝～５位）
、表彰式終了後２６名賞金授与
１９：００ ※エキシビションゲーム
｜
２０：００
優勝者囲み取材（感染予防対策にて実施）

賞金総々額 ５,５００,０００円
優 勝.１,２００,０００円

(優勝副賞３０万円含む)

※優勝賞金総額１５０万円

（優勝副賞) ３００,０００円

１３位． １００,０００円

第２位． ６５０,０００円

１４位．

９５,０００円

３位． ５００,０００円

１５位．

９０,０００円

４位． ４００,０００円

１６位．

８５,０００円

５位． ３４０,０００円

１７位．

８０,０００円

６位． ２４０,０００円

１８位．

７５,０００円

７位． ２００,０００円

１９位．

７０,０００円

８位． １７０,０００円

２０位．

６５,０００円

９位． １５０,０００円

２１位．

６０,０００円

１０位． １３０,０００円

２２位．

５８,０００円

１１位． １２０,０００円

２３位．

５６,０００円

１２位． １１０,０００円

２４位．

５４,０００円

２５位．

５２,０００円

２６位．

５０,０００円

☆優勝副賞･･３００,０００円 (提供：千葉県ボウリング場協会)
☆パーフェクト賞(決勝ステップラダー対象)･･１,０００,０００円 (提供：北小金ボウル)
☆パーフェクト賞(予選対象)･･５０,０００円 (提供：北小金ボウル)
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ポイント配分（通常の女子７２名配分表採用）優勝～２６位
優勝 ８００

１１位 １８５

２１位

８９

２位 ６５０

１２位 １６５

２２位

８５

３位 ５６０

１３位 １５０

２３位

８１

４位 ４８０

１４位 １４０

２４位

７７

５位 ４１０

１５位 １３２

２５位

７３

６位 ３６０

１６位 １２４

２６位

７０

７位 ３２０

１７位 １１６

８位 ２８０

１８位 １０８

９位 ２４０

１９位 １００

１０位 ２１０

２０位

９４

注意事項
☆ 北小金ボウルへのアクセス･･･
◆電車：ＪＲ常磐線・千代田線「北小金」駅下車 徒歩９分 改札(南口)を出るとロータリーと｢イオン｣が見えます。
｢イオン｣の交差点を左に曲がり小金交番をすぎると根木内交差点の角に｢北小金ボウル｣が見えます。
◆車 ：常磐自動車道 流山ＩＣ

⇒８．５km

東京外かく環状道路 松戸ＩＣ ⇒８．８km

東京外環自動車道 三郷南ＩＣ ⇒８．９km
首都高速中央環状線 四つ木ＩＣ⇒１５．５km

※ 出場次点の方も、今大会は参加義務(サポートメンバーとして)がありますのでご協力をお願いします。
☆ ボールの登録＆持ち込みは一人最大１２個までとなりますのでご注意ください。
（宅配便を利用してトリプルバッグを会場に発送ならびに返送は禁止、車等にて自分で搬入＆搬出は可）

☆ 今回のメンテマシン：カストディアンウォーカー、 使用オイル：ファイヤー、 使用ピン：アムフラックス
☆ オイルパターン：
「ＪＰＢＡ Ｎシリーズミディアムパターン」使用
☆ ボール登録料としてボール１個に付き２００円を徴収いたします。
（会場センターへ納入）
☆ 駐車場６０台駐車可(無料)選手優先 ※留め置き可！なるべく乗り合わせにてご来場・ご利用ください。
※なお駐車場内での事故・盗難等は一切センターにて責任を負えませんのでご注意ください。
☆ 会場センターへの宅配便到着は、１月２１日(金)より受け入れ可能。
※併せて１月２１日より出場プロは無料にて練習可。１階のロッカールームも無料にて使用可！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ホテル案内（下記参照）
●
●
●
●
●
●

東横ＩＮＮ柏駅西口 ･･･千葉県柏市柏３－５－５
ザ・クレストホテル柏･･･千葉県柏市末広町１４－１
東横ＩＮＮ松戸駅東口･･･千葉県松戸市松戸１２４２－１
柏プラザホテル(本館)･･･千葉県柏市旭町１－５－３
柏プラザホテル(ANNEX)･･･千葉県柏市旭町１－４－１
東横ＩＮＮつくばエクスプレス流山おおたかの森駅前･･･

ＴＥＬ ０４－７１６２－１０４５
ＴＥＬ ０４－７１４６－１１１１
ＴＥＬ ０４７－３６４－１０４５
ＴＥＬ ０４－７１４７－１１１１
ＴＥＬ ０４－７１４７－１１１５

千葉県流山市おおたかの森西１－２－６ ＴＥＬ ０４－７１５４－１０４５
● ホテル ルミエールグランデ流山おおたかの森･･･
千葉県流山市おおたかの森北１－２－２ ＴＥＬ ０４－７１５２－２７００

