
2012年2月1日

社団法人　日本プロボウリング協会
資 格 審 査 委 員 会

第51回男子　第45回女子
プロボウラー資格取得テスト実施要項
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（1）　申請書受付

　期間　2012年3月5日（月）～3月22日（木）

　方法　受験料を同封の上、現金書留で3月22日（木）午後5時までに、（2）に

　　　記載の協会事務局必着のこと。

　　　※受験料（現金）を納付しない場合は無効とする。

　　　※受験申請書の様式は別表の通りとする。

　　　※受験者は住民票記載の登録名で受験のこと。

　添付　住民票1通

　　　　無帽上半身の写真3枚（正装  ※スーツ・ブレザー等着用）

　　　　　タテ4㎝×ヨコ3㎝（写真の裏に必ず氏名を記入のこと）

（2）　提出先（郵送）　

　　　　（社）日本プロボウリング協会　資格審査委員会

　　　　　　　〒105-0023　東京都港区芝浦1－13－10 第三東運ビル2階

TEL.03－6436－0310　　

（a）

（b）

（c）

1.　受験申請

2.　受験資格

（a）

（b）

（1）　満16歳以上（2012年4月9日現在）の男女とする。但し、在籍5年以上（2012年

1月1日現在＝男子45期・女子39期以前）のプロボウラー2名の推薦を必要と

する。推薦条件としては、前年度30ゲーム以上で、男子190アベレージ、女子

180アベレージ以上を有すると認められた者とする。

（2）　特別な事由により理事会にて受験を承認された者。

（3）　以下の各項に該当する者は受験資格がないものとする。

居住権のない外国人。

日本語（文）を理解できない外国人。



3.　受験料

4.　試験方法

　暴力団等の組織の構成員及び準構成員。

　競技者並びに観客等に対し、不快感を与えるような入れ墨（刺青）を施している者。

　（但しファッションタトゥーなど身体の一部に刺青を施している者は、受験申請の

　際に必ず自己申告し、審議の結果により受験資格を与える場合がある）

　当協会を退会した者。（ただし理事会にて受験を承認された者は除く）

　協会より過去に除名処分を受けた者。（ただし理事会にて除名を解除された者

は除く）

※合格後、上記の事実が判明した場合は、定款第3章第9条及び第11条の規定

により除名となる。
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（c）

（d）

（e）

（f）

（a）

（b）

（a）

（b）

金10万円（4.（2）（c）に規定する受験生は7万円、4.（3）（e）に規定する受験生は1万円）
とする。

（1）　受験料は受験申請書と共に、現金にて協会事務局に納付すること。

（2）　納付された受験料は、いかなる理由があっても返金しない。

（1）　第1次テスト（実技）

　ゲームテスト  4月10日（火）～4月13日（金）　4日間（東西別に実施）

　男子は1日15ゲーム、計60ゲームで200アベレージ以上、女子は1日12ゲー

　ム、計48ゲームで190アベレージ以上を合格とする。

　但し、1日目及び2日目の2日間の合計で、男子は30ゲームのアベレージが

　190（5700ピン）、女子は24ゲームのアベレージが180（4320ピン）に満た

　ない者は、3日目以降の受験資格を失うものとする。

※レーン移動は第2次テストを含め1ゲーム毎に行う。

　第1次テスト合格者に対する示達

　第2次テスト実施要項及び注意事項の示達を行う。

　（必ず受験者自身又はその代理者が書類を受領すること）

（2）　第2次テスト（実技）

　ゲームテスト　　4月24日（火）・4月25日（水）・5月14日（月）・5月15日（火）

（全員合同で東西各2日間実施）

男子は1日15ゲーム、計60ゲームで200アベレージ以上、女子は1日12ゲーム、計

48ゲームで190アベレージ以上を合格とする。

※第2次テストは、第1次テストのトータルピンは持ち越さない。

第2次テスト合格者に対する示達

第3次テスト実施要項及び注意事項の示達を行う。
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（c）

（a）

（b）

（c）

（d）

（e）

（a）

（b）

（c）

第2次テスト不合格者に対する特別規定

第2次テスト受験者のうち、第1次テストから全ゲームを完投したものの合格の

条件に満たなかった不合格者に対しては、翌年に実施される第1次テス

トに限り、これを免除するものとする。

（3）　第3次テスト（筆記・面接  他）

筆記テスト

面接テスト及び身体検査

（社）日本プロボウリング協会入会時研修（定款・競技会規則  他）

上記（a）に関し、一般常識を含むプロボウラーとして必要な知識について、これ

を行う。

100点満点とし、60点以上の者を合格とする。

正式合格発表

第3次テスト終了後、正式に合格者を発表する。合格者は直ちに入会手続きを

行い、Ｃ級インストラクター講習会（受講料3万円）を受講することとする。

第3次テスト不合格者に対する特別規定

第3次テスト受験者のうち、合格の条件に満たなかった不合格者に対しては、

翌年に実施される第1次・第2次テストに限り、これを免除するものとする。（受験

料1万円）

（4）　受験の日時及び場所

第1次テストの日時・場所は6頁（ゲームテスト会場一覧）の通りとする。

第2次テストの詳細は、第1次テスト合格者に対し、これを示達する。

第3次テスト及びC級インストラクター講習会の詳細は、第2次テストの合格者

に対し、これを示達する。

5.　失格対象条件及び失格条件

（1）　失格対象条件 （警告の後、失格とする）

1. 受験証明書・検量証の不携帯。

2. スコアカードの記録ミス及び記入洩れ。

3. テスト中のアドバイス・私語。

4. 著しく悪い受験態度。

（2）　失格条件

1. 各テストの集合時間に遅刻又は不参加の者は失格とする。

2. 未検量のボールを使用した者は失格とする。

3. 後日受験資格がなかったことが判明された者は失格とする。

4. その他、受験生として資格審査委員会が不適当とした者は失格とする。
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6.　ボール検量

（a）

（b）

（1）　検量証

受験者が使用するボールは、協会の検量員による検量を行い、検量証を受領しな

ければならない。

検量証はテスト期間中、常に携帯していなければならない。

（2）　検量日時・場所

　検量場所

　東・西とも実技テスト 1日目の会場にて、下記の時間内で実施する。

　検量日時

　1次テスト施行日前日　午後3時～午後5時

　テスト施行日当日　午前8時～午前9時（予定）　※但し前日に確認の事。

（3）　ボールの硬度

ボールの硬度は、協会硬度計の測定により、72度以上を合格とする。

（4）　検量代

ボール1個につき500円とする。

7.　その他

（1）　受験証明書

受験証明書は、受験申請受付後に現住所宛に郵送する。

この証明書は、資格取得テスト期間中必ず持参し、各日の受付に提示すること。

（2）　費用負担

受験者の資格取得テスト期間中の旅費・宿泊費等一切は、受験者本人の負担と

する。上記以外のゲーム代等は協会負担とする。

（3）　服装

服装は、受験生としてふさわしい服装（長袖・襟なしシャツ、男子のショートパンツ、

女子のスラックス等は禁止）であることとし、ユニフォームの背に「氏」もしくは「氏

名」（1文字5㎝角以上、ローマ字可）を必ず表示すること。

（4）　入会手続き

合格者は、入会金5万円・年会費7万円を納付の上、協会所定の手続きを完了し

た後、定款第3章第7条の規定に従い協会正会員の資格を得るものとする。

（5）　第1次テスト場所の指定

受験者の受験場所は、本人の住民票記載の住所を基にして、下記の地区分け

により決定するものとする。

　　東日本地区：静岡・山梨・長野・新潟県以東の都道県

　　西日本地区：東日本以外の府県



8.　施行者

（6）　実技テスト免除申請

協会公認オープントーナメント（特殊トーナメントは除く）に於て総合10位以内、もし

くは各ボウリング団体主催の全国レベルのトーナメントで優勝等、過去（原則として

3年間有効）に著しい成績を持つ受験生に関しては、資格審査委員会で審議し

理事会が承認した者に限り、第一次テストもしくは第一次・第二次テスト実技を免

除することが出来る。（免除願いの申請書を協会事務局に請求の事）ただし受験

料については、一般受験生と同じ10万円とする。

（7）　個人情報に関して

受験者は、申し込みに際し「第５１回男子・第４５回女子プロボウラー資格取得テス

ト受験申請書」により、当協会が取得する受験者の個人情報を次の目的の範囲

内で他に提供（公表）することについて、予め同意することを要する。

1. 第５１回男子・第４５回女子資格取得テストの受験資格の審査。

2. 資格取得テスト開催及び運営に関する業務。これは、①受験者に関する競技

関係書類（実施要項の発送）、②関係者（開催ボウリング場、報道関係者含む）

に対する受験者の氏名、住所、所属先、その他選手紹介情報並びに競技結果

の公表。

3.この申請書による受験者の個人情報と、資格取得テストにおける競技結果の

記録の保存、ならびに実技テスト・第３次テスト終了後において必要に応じ上記

２．②記載の公表事項の適宣の方法による公表とする。

4.トーナメント出場案内（主催者推薦、予選など）送付の目的のため、受験者の氏

名、住所等の個人情報をトーナメント主催者、トーナメント運営会社、その他に対

して提供すること。

（8）　肖像権に関して

受験者は、受験申し込みに際し、本資格取得に関して、広報、報道のため、または

当協会の目的に反しない範囲で利用するために、写真、テレビ、ラジオ、その他の

各種記録媒体による収録物、複製物あるいは編集物（適正範囲の編集に限る）

にかかる受験者の肖像権（収録物等にかかる受験者の氏名・肖像を展示・通信・

放送・上映により一般公開し、あるいは貸与し、領布する等して他に提供する権利）

を当協会に譲渡するのを承諾することを要する。

社団法人　日本プロボウリング協会　資格審査委員会

　　　　　〒105-0023　東京都港区芝浦1－13－10 第三東運ビル2階

（社）日本プロボウリング協会事務局内

TEL.03－6436－0310（代表）

－5－



－6－

第1次ゲームテスト会場一覧

第2次ゲームテスト会場一覧

◎東日本地区会場

◎西日本地区会場

月　　日

4月2 4日（火）

4月2 5日（水）

5月1 4日（月）

5月1 5日（火）

会場センター名

イ ー グ ル ボ ウ ル

ラウンドワンスタジアム堺中央環状店

品川プリンスホテルボウリングセンター

田 町 ハ イ レ ー ン

機 種 名

B W

B W

B W

B W

会場センター名

調 布 ス ポ ー ツ セ ン タ ー

シ チ ズ ン ボ ウ ル

ラ ウ ン ド ワ ン 南 砂 店

東 京 ポ ー ト ボ ウ ル

機 種 名

B W

A M F

A M F

A M F

月　　日

4月1 0日（火）

4月1 1日（水）

4月1 2日（木）

4月1 3日（金）

会場センター名

く ま た ボ ウ ル

神 戸 六 甲 ボ ウ ル

桜 橋 ボ ウ ル

千 日 前 フ ァ ミ リ ー ボ ウ ル

機 種 名

A M F

A M F

B W

O D

月　　日

4月1 0日（火）

4月1 1日（水）

4月1 2日（木）

4月1 3日（金）

※受験生は全員、1日目の会場に午前9時までに集合すること。

　（遅刻者は失格とする）

　2日目以降の集合時間は、前日に示達する。
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会場所在地及び電話番号
◎東日本地区会場
調布スポーツセンター
　〒182-0007　東京都調布市菊野台１－３４－１
　　　　　　  （京王線柴崎駅　徒歩７分）
シチズンボウル
　〒169-0075　東京都新宿区高田馬場4－29－27  
　　　　　　  （JR山手線・東西線・西武新宿線高田馬場駅下車　徒歩7分）
ラウンドワン南砂店
　〒136-0076　東京都江東区南砂６－７－１５　トピレックプラザ
　　　　　　  （東西線南砂町駅　徒歩１０分）
東京ポートボウル
　〒105-0023　東京都港区芝浦1－13－10
　　　　　　  （JR山手線・京浜東北線田町駅下車  徒歩10分、都営三田線・浅草線三田駅下車）

◎西日本地区会場
くまたボウル
　〒546-0041　大阪府大阪市東住吉区桑津４－１４－４
　　　　　　  （ＪＲ関西本線（ＪＲ大和路線）東部市場前駅　徒歩５分）
神戸六甲ボウル
　〒657-0035　兵庫県神戸市灘区友田町5－2－1
　　　　　　  （JR六甲道駅・阪神電鉄新在家駅下車　徒歩5分）
桜橋ボウル
　〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2－4－2
　　　　　　  （JR大阪駅下車　徒歩3分　桜橋吉豊ビル内）
千日前ファミリーボウル
　〒542-0075　大阪府大阪市中央区難波千日前4－28
　　　　　　  （南海・近鉄・各地下鉄難波駅下車　徒歩5分）

◎第2次ゲームテスト会場
イーグルボウル
　〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原4－3－9
ラウンドワンスタジアム堺中央環状店
　〒599-8102　大阪府堺市東区石原町2－241
品川プリンスホテルボウリングセンター
　〒108-8611　東京都港区高輪4－10－30
田町ハイレーン
　〒108-0023　東京都港区芝浦2－12－13

TEL 042－487－2211

TEL 03－3363－2215

TEL 03－5617－6911

TEL 03－3451－9211

TEL 06－6719－3401

TEL 078－841－3151

TEL 06－6345－2030

TEL 06－6633－6221

TEL 06－6394－3232

TEL 072－253－9559

TEL 03－3440－1116

TEL 03－3455－0810



第3次テスト概要
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2012年プロボウラー資格取得テスト

筆記テスト

身体検査・面接

合格者発表　入会手続き

入会時研修　協会定款・競技会規則など

 プロボウラーとして必要な知識

C級インストラクター講習会
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