
２０２２ プロボウリング レディース 新人戦
ＪＰＢＡ大会要項 2022.4.28

［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］ ２０２２年(令和４年) ６月１１日(土)～１２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。

プロ有資格者約３０名（有資格者:女子５１期生～５４期生 ※但し新人戦優勝者を除く）

（51期１０名､52期４名､53期３名､及び54期合格有資格者○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約３０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 ６月１１日(土)予 選８Ｇ、開会式

２日目 ６月１２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

［ライブ配信］ ※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中継(配信)

［ご観戦･ご入場について］現在、入場制限（約１００名）による【有観客】開催を予定していますが、詳細に

ついては５月下旬に大会特設ホームページにてご案内いたします。（入場条件に同意いただける方対象）

※今後、新型コロナの感染再拡大や政府の方針により、やむを得ず【無観客】または延期となる場合も

ありますので予めご了承ください。



「スカイＡカップ ２０２２プロボウリングレディース新人戦」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。

●今大会のＰＣＲ検査について･･･ワクチン･検査パッケージ制度実施予定 ※状況により適用しない場合有り

今大会は５月２７日までにコロナワクチン接種を２回以上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｢接種証明書｣または｢接種済証｣等を提示してください。

(｢接種証明書｣｢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､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(2400円)によるＰＣＲ検査受診が必要となります。

⇒ プロボウラー ：検査キットが必要な選手は、エントリーフォームにてお申し込みください
⇒ アマチュア選手：検査キットが必要な選手は、会場センターへ出場申し込みの際に、お申し

出ください。大会約２週間前にＪＰＢＡ事務局より検査キットをお送り

いたします。

※②の自己負担によるＰＣＲ検査方法について･･･ＪＰＢＡ事務局より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。

なお、個人で【ＰＣＲ等検査無料化事業】をご利用出来る方は、ＪＰＢＡ事務局まで

お問い合わせください。（但し、大会前５日間以内(6/6(月)～6/10(金))の陰性証明が必要となります）

※②の検査結果について（ＰＣＲ検査よる検査結果）

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。

陽性判定の場合：該当者は今大会に出場できません。かかりつけ医等の医療機関を受診ください。

（保健所への届け出は医療機関より行います。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、

ご注意ください。（最低限マスク着用をお願いします）

（なお､今後「新型コロナ(オミクロン株BA.2等)」が急速拡大した場合、全員の方にＰＣＲ検査受診を

お願いする場合があります）



◎タイムスケジュール
大会前日

６月１０日(金)前日練習＆ボール登録

新人(５４期)研修会実施

前夜祭トーナメント（予定）

※会場入場時：検温実施・マスク着用・手指消毒

１０：００～１７：００ 有料練習ボール（１名 1,500円 ※ｱﾏﾁｭｱも含む ﾎﾞｯｸｽ最大４名打ち）

（練習レーンは１９Ｌ～３６Ｌの９ＢＯＸ用意）

１３：００～１４：３０ 「新人研修会」(54期の新人戦出場プロ参加) 場所:ｽﾎﾟﾙﾄ八景店ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

１５：３０～１７：００ プロボウラー ボール登録

※レーン抽選(ﾌﾟﾛ&ｱﾏ)は、事前にトーナメント委員が抽選を行い決定。

１８：００ 前夜祭トーナメント出場プロ１７名(予定)集合

（出場予定：新人戦出場５４期生全員＋５３期生３名(予定)、他）

１８：３０～１９：００ 前夜祭出場プロ公開練習＆セレモニー

１９：００～２１：００ 前夜祭トーナメント（競技内容調整中）

※但し、前夜祭トーナメント開催については、５月下旬の感染拡大状況により判断いたします！

（詳細については、ＪＰＢＡホームページにて発表・ご案内いたします）

大会１日目

６月１１日(土)予選８Ｇ、開会式

検温・手指消毒実施 ※密集を避けるため、入場時のユニフォーム姿を認める。

但しブレザー・ジャケット等を着用

１０：００ 選手集合（プロ約３０名＋アマ約３０名）

１０：３０ 練習ボール１５分間

１０：４５ 予選前半４Ｇ（２－２）

｜

１２：５５ ※休憩約５０分 （場内換気、清掃・消毒等）

１３：４５ 【開 会 式】※簡素化（約１５分）

｜

１４：００

１４：１０ 練習ボール１０分間

１４：２０ 予選後半４Ｇ（２－２）

｜

１６：３０ ※予選８Ｇトータルにて、プロ上位２４名・アマ上位８名を各準決勝へ選出

（但し、プロ予選出場者数が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

１６：５０ 参加プロ全員による期別スカッチチーム対抗戦（６チーム予定 各１Ｇマッチ）

｜ （予定）１回戦：６チームによる１回戦（Ａブロック３チーム・Ｂブロック３チーム

｜ にてそれぞれスコア上位１チームが優勝決定戦へ進出）

１７：４０ 決 勝：勝ち上がった２チームにて優勝決定戦



大会２日目(最終日)

６月１２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

検温・手指消毒実施 ※密集を避けるため、入場時のユニフォーム姿を認める。

但しブレザー・ジャケット等を着用

９：００ 選手集合（プロ２４名）※16名 ９：００ 選手集合（アマ８名）※4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(１－２)※1-1 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

上位８名決勝T/Mへ選出 優勝決定戦へ選出(ｱﾏ3位～8位表彰)

決勝T/M進出者インタビュー予定 ※15:30アマ優勝決定戦進出者2名集合

休憩約４５分

準決勝通過順位

１３：１５ ① 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 ② 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 ③ 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 ④ 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 ⑤ 決勝トーナメント準決勝(１Ｇマッチ) 第１試合

｜

１５：３０

１５：３５ ⑥ 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 ⑦ 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 ⑧ 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）

｜ 打ち上げパーティー（調整中）



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）



～注意事項～

◆ ６月７日(火)、愛知県・稲沢グランドボウルで行われる「下半期順位決定戦」に出場する選手で

「女子新人戦」会場のスポルト八景店までボールバッグ運搬をご希望の選手は、エントリー申し

込み時に希望バッグ数もお申し込みください。（有料 料金下記参照）

稲沢グランドボウル(６／７(火)) → ボウリング王国スポルト八景店会場(６／１０(金)）

１．トリプルバッグ(３個入り以上)１５００円

２．ダブルバッグ (２個入り) １０００円

３．シングルバッグ(１個入り) ５００円

（運搬代は、スポルト八景店会場にて担当者にお支払いください）

◆ 今大会は５月２７日までにコロナワクチン接種を２回以上済ませている選手（プロ＆アマ）に

ついては、ＰＣＲ検査は行いません。

但し、①コロナワクチン｢接種証明書｣または｢接種済証｣等を提示してください。

(｢接種証明書｣｢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､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(２４００円)によるＰＣＲ検査受診が必要となります。

⇒ プロボウラー ：検査キットが必要な選手は、エントリーフォームにてお申し込みください

⇒ アマチュア選手：検査キットが必要な選手は、会場センターへ出場申し込みの際に、お申し

出ください。大会約２週間前にＪＰＢＡ事務局より検査キットをお送り

いたします。

● メンテマシン：フレックスウォーカー、使用オイル：アイス、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、決定次第ＨＰにて発表・案内いたします。

◇ 新人研修会･･･大会前日（6/10(金)）に「新人戦」出場プロの５４期生を対象にした「新人研修会」

を実施します。研修会場は「新人戦」会場のスポルト八景店ミーティングルームにて、午後１時

から午後２時３０分まで(予定)行います。５４期の新人戦出場プロは必ず参加してください。

また、５４期生の方(新人戦出場者)及び５３期生の方(新人戦出場者)は、「前夜祭トーナメント」

参加にご協力をお願いします。

◇ 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(6/9(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、会場へのボール持ち込み制限は６個までとなりますのでご注意ください。

（ボール登録料を１個につき２００円徴収いたします）※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内提携駐車場「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（以降１時間毎に４４０円加算、

最大料金はありません）

公共交通機関を利用またはその他の駐車場については、別紙駐車場案内地図を参照してください。

◇ ホテル案内･･･各自お早めにご手配ください。

◇ エントリー締切日及び入金締切日は、５月３１日(火)午後５時まで！


