第１２回 HANDA CUP･プロボウリングマスターズ
ＪＰＢＡ要項
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(公社)日本プロボウリング協会 ／ 国際スポーツ振興協会（ＩＳＰＳ）
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東京新聞 ／ 東京中日スポーツ 他

［協

賛］

各社

［協

力］

品川プリンスホテル 他各社

［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１７日(金)～１９日(日) ３日間開催

［会

品川プリンスホテルボウリングセンター(ＢＷ８０Ｌ 合成レーン(プロアンビレーン）
）
〒108-8611 東京都港区高輪４－１０－３０
TEL ０３(３４４０)１１１６
FAX ０３(５４２１)７８７７

場］

［出場資格］

２０２２年６月１７日現在 満５０歳以上の男子
①ＪＰＢＡ男子シニアプロボウラー （５０歳以上）
②男子シニアアマチュアボウラー（５０歳以上）
出場総数 プロ＋アマ＝３２０名(2-3 打ち)予定
※アマチュアの申込方法＝先着１４０名（但し､出場プロボウラーの人数により順次繰り上げます）
※アマチュア出場希望者は､プロ協会ホームページの「アマチュア選手用エントリーフォーム」から
お申し込みください。５月２３日(月)午前１０時より受付開始、先着順にて受付を行います。

［大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ 大会１日目
大会２日目
大会３日目
[賞金総々額]

６月１７日(金) 予選前半５Ｇ(A ｼﾌﾄ→B ｼﾌﾄ)・開会式
６月１８日(土) 予選後半５Ｇ(B ｼﾌﾄ→A ｼﾌﾄ)・準決勝５Ｇ
６月１９日(日) 決勝ラウンドロビン１２Ｇ・決勝ステップラダー

６,２７０,０００円※グランドシニア(65 歳以上)賞金含む（優勝賞金 1,500,000 円）
☆パーフェクト賞(プロ対象)・・決勝ｽﾃｯﾌﾟﾗﾀﾞｰ 1,000,000 円、予選～決勝 RR 50,000 円)
☆プロ特別賞(グランドシニア)・・①位 100,000 円

②位 70,000 円 ③位 50,000 円 ④位 30,000 円

⑤位 20,000 円

☆アマチュア表彰･･ベストアマ～第１０位、グランドシニア(65 歳以上)１位～３位

[チャリティ金]

本大会は、チャリティトーナメントです。賞金の一部(５％)を社会福祉活動に支援する目的で寄付いたします。

[ご観戦・ご入場について]【有観客】開催予定 １日券１,０００円
※今後の新型コロナ感染拡大状況により、入場制限または無観客開催の場合があります。詳細については
ＪＰＢＡホームページにてご案内いたします。

●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が有ります。
今大会は６月２日までにコロナワクチン接種を ３回 済ませている選手については、ＰＣＲ検査は行いません。
（※６月２日までに２回しか接種を済ませていない方は、ＪＰＢＡ事務局までお問い合わせください）
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２回目をまだ受けていない選手は、自己負担
(２４００円)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、出場申し込みの際にＪＰＢＡホームページのエントリー
フォームに従ってお申し込みください。
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１６日(木) 前日練習・ボール登録(登録はプロのみ)
※前日練習は、２階フロア１６ＢＯＸのみ可
□ 密集を避けるため、前日練習含むボール登録(登録はプロのみ)を、Ａ・Ｂグループの２班に分けて実施いたします。
自分のグループ練習ボール時間に練習＆ボール登録をしてください。
※アマチュア選手の方は、前日練習のグループ分けはありません。各時間内であれば都合の良い時間に練習可。
□ 各練習グループ分けに関しては、エントリー申し込みの際に希望グループの受付を行い、振り分けます。
各グループＭＡＸ８５名(予定)まで！（決定次第、ＪＰＢＡホームページ上にて発表）
※練習ボール時は、最大ボックス５名までとする。※料金各グループとも 1 名(２時間)＝２,０００円
※時間外(１２：００以前及び１８：００以降)は、通常の一般料金となります。
※出場プロのシフト抽選ならびにレーン抽選は、トーナメント委員が事前に抽選を行い決定いたします。
※出場アマチュア選手の予選シフト及びスタートレーンは、事前に決定。
（決定次第、ＪＰＢＡホームページ発表）
※各グループの前日練習スケジュールは、下記参照。
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・ジャケットを着用
１２：００～１４：００ Ａグループ有料練習ボール（１名＝２,０００円 ※アマ含む）
１３：３０～１４：３０ ボール登録（プロボウラー対象、Ａグループも以外も可）
選手入れ替え
１４：０５～１５：３５ ※リオイル（約１時間３０分）
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・ジャケットを着用
１５：００～１６：００及び１７：００～１７：３０ ボール登録（プロボウラー対象、Ｂグループ以外も可）
１５：４５～１７：４５ Ｂグループ有料練習ボール（１名＝２,０００円 ※アマ含む）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

大会１日目
６月１７日(金)予選前半５Ｇ(２シフト)１Ｆ・２Ｆ ３２ＢＯＸ
開会式(予定) ２Ｆ
９：００
９：０５
９：１５
９：３０
｜
１２：５５

Ａシフト選手集合１６０名（プロ７０名前後＋アマ９０名前後）
選手ミーティング 競技内容はマイク放送にて案内
練習ボール１５分間
予選Ａシフト前半５Ｇ（２－３打ち）
※場内換気・消毒作業等
※予選Ａシフト出場選手解散、選手入れ替え

１３：１５～１４：１５ Ｂシフト選手受付
１４：１５ Ｂシフト選手集合１６０名（プロ７０名前後＋アマ９０名前後）
選手ミーティング 競技内容はマイク放送にて案内
１４：３０
｜
［開 会 式（２階）
］簡素化にて実施
１４：５０
歴代優勝者紹介
１５：００
１５：１５
｜
１８：４０

練習ボール１５分間
予選Ｂシフト前半５Ｇ（２－３打ち）
※場内換気・消毒作業等

大会２日目
６月１８日(土)予選後半５Ｇ(２シフト) １Ｆ・２Ｆ ３２ＢＯＸ
準決勝５Ｇ ２Ｆ １２ＢＯＸ
９：００
Ｂシフト選手集合１６０名（プロ７０名前後＋アマ９０名前後）
９：１５
練習ボール１５分間
９：３０
予選Ｂシフト後半５Ｇ（２－３打ち）
｜
※場内換気・消毒作業等
１２：５５
■予選Ｂシフト１０Ｇ終了
１３：１５～１４：００ Ａシフト選手受付
１４：００ Ａシフト選手集合１６０名（プロ７０名前後＋アマ９０名前後）
１４：１５
１４：３０
｜
１７：５５

練習ボール１５分間
予選Ａシフト後半５Ｇ（２－３打ち）
※場内換気・消毒作業等
■予選Ａシフト１０Ｇ終了、Ａシフト＋Ｂシフト合計３６名準決勝へ選出
※アマチュア入賞者表彰（後日郵送）
※中間レーンメンテナンス実施（約１時間３０分）

１９：３０
１９：４０
｜
２１：５０

練習ボール１０分間
準決勝５Ｇ（１－２打ち） ２Ｆ １２ＢＯＸ

※16BOX 1-1 打ち 32 名の場合もあり

■通算１５Ｇトータルピン上位１２名決勝Ｒ/Ｒへ選出
２１：２５終了
※アマチュア表彰・プロ賞金授与、決勝ＲＲ進出者ミーティング

大会３日目(最終日)
６月１９日(日)決勝ラウンドロビン１２Ｇ ２Ｆ
決勝ステップラダー ２Ｆ
９：００
９：３０
｜
１４：１０

選手集合（１２名）
※ウォーミングアップ
決勝ラウンドロビン１２Ｇ
（総当たり１回戦１１Ｇ及びポジションマッチ１Ｇ）
■トータルポイント上位４名決勝ステップラダーへ選出
※休憩約５０分

１５：００
１５：１０
｜
１６：２５
｜

練習ボール１０分間
決勝ステップラダー（４名によるステップラダー方式 ※一投交代）
（４位決定戦１Ｇマッチ→３位決定戦１Ｇマッチ→優勝決定戦１Ｇマッチ）
表彰式

賞金総々額 ６,２７０,０００-（※特別賞グランドシニア含む）
優 勝 １,５００,０００
第 13 位 １１０,０００
第 25 位 ５４,０００
第２位
７６０,０００
第 14 位 １００,０００
第 26 位 ５２,０００
第３位
４４０,０００
第 15 位
９５,０００
第 27 位 ５０,０００
第４位
３４０,０００
第 16 位
９０,０００
第 28 位 ４８,０００
第５位
２６０,０００
第 17 位
８５,０００
第 29 位 ４６,０００
第６位
２２０,０００
第 18 位
８０,０００
第 30 位 ４４,０００
第７位
２００,０００
第 19 位
７５,０００
第 31 位 ４２,０００
第８位
１８０,０００
第 20 位
７０,０００
第 32 位 ４０,０００
第９位
１７０,０００
第 21 位
６５,０００
第 33 位 ４０,０００
第 10 位
１６０,０００
第 22 位
６０,０００
第 34 位 ４０,０００
第 11 位
１５０,０００
第 23 位
５８,０００
第 35 位 ４０,０００
第 12 位
１４０,０００
第 24 位
５６,０００
第 36 位 ４０,０００
※上記賞金は、チャリティ金５％を含みます。
※アマチュアが３６位以内に入賞の場合、賞金繰り下げ有り
☆特別賞グランドシニア部門（プロ６５歳以上対象）賞金総額￥２７０,０００１位 100,000 円 ２位 70,000 円 ３位 50,000 円 ４位 30,000 円 ５位 20,000 円
☆優勝＆ベストアマ副賞･･ローストアーモンドミルク１２ケース(提供：筑波乳業(株))
☆決勝ステップラダーパーフェクト賞（プロ対象）
・・１,０００,０００円
☆パーフェクト賞（プロ対象：予選～決勝ラウンドロビン）
・・５０,０００円
☆アマチュア表彰・・ベストアマ～第１０位、グランドシニア(アマ６５歳以上対象)１位～３位
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆注意事項
○予選のシフト及びスタートレーンは、事前にトーナメント委員が抽選し決定いたします。
○新型コロナ感染予防対策により、マスク着用・手指消毒等のご協力をお願いします。
○競技中は、ＪＰＢＡルールにて全て禁煙となっていますのでご注意ください。
○今大会ボール置き場が手狭のため(２階レーン上に特設ボール置場設置）
、会場内へのボールの
持ち込みが６個までと制限されていますのでご注意ください。
※ボール登録料としてボール１個につき２００円を徴収致します。
※宅配便を利用してトリプルバッグ（ツアーバッグを除く）を品川ＢＣ会場に発送ならびに返送は
禁止されています。
（自家用車等を利用して自分でトリプルバッグを会場内に搬入＆搬出は問題ありません(OK です)）
○駐車料金は、１５００円となります。
（入場ゲートはフリーで入れますが、車ナンバー読み取り式
のため、必ずフロントにて駐車券（１５００円(24 時間内)をお買い求めください。留め置き不可）
○大会前日練習ボール･･･Ａグループ・Ｂグループの２班に分けて行います。エントリー申込の際に
ご希望の練習グループ（Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ or Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ）をお申し込みください。
※定数を超えた場合は、先着順となります。

◆ホテル案内
※特に指定のホテルはありませんので、各自ご手配ください。

