
第７回 HANDA CUP･プロボウリングマスターズ 
             

［共  催］   (公社)日本プロボウリング協会 ／ 国際スポーツ振興協会（ＩＳＰＳ） 

 

［後  援］   東京新聞 ／ 東京中日スポーツ  他 

  

［協  賛］   各社 

 

［協  力］   (株)グランドボウル 他各社 

 

［公  認］  (公社)日本プロボウリング協会 

 

［開催期日］  平成２８年(2016年) ５月２８日(土)～３０日(月)の３日間  

 

［会  場］  川崎グランドボウル（ＢＷ５２Ｌ(２フロア) 合成レーン） 

        〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町１１－１４                   

TEL０４４(２４４)２２８１  FAX０４４(２４４)２２８３ 

 

［出場資格］  平成２８年５月２８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＝２４０名とする 

         ※アマチュアの申込方法＝先着５０名（但し､出場プロボウラーの人数により随時繰り下げます。

出場希望者はＦＡＸにてプロ協会事務局までお申し込み下さい） 

 

［大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ 大会１日目 ５月２８日(土) 予選前半６Ｇ(A ｼﾌﾄ前半→B ｼﾌﾄ前半)・開会式 

        大会２日目 ５月２９日(日) 予選後半６Ｇ(B ｼﾌﾄ後半→A ｼﾌﾄ後半)・準決勝６Ｇ 

                大会３日目 ５月３０日(月) 決勝ラウンドロビン１２Ｇ・決勝ステップラダー 

 

[賞金総々額]   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 

           ☆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)) 

                   ☆ 〃    〃   ･･健康香料ヒールアップ(提供：(有)ケイズ) 

☆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。 

 

[入 場 料]   １日券 ５００円  ※中学生以下及びＪＰＢＡ個人・法人賛助会員は無料 



☆タイムスケジュール 
 

大会前日 

５月２７日(金) プロシフト抽選・ボール検量  
 
１２：００～レーンメンテナンス開始 

１３：００～１７：００ 有料練習ボール （ 一人１,０００円）※２階フロアのみ 

１５：００～１６：００  プロシフト抽選（シフト抽選に間に合わない場合は、必ず連絡を入れて下さい。 

連絡が無い場合は２千円のペナルティとなります） 

１５：００～１７：００ プロボール検量・硬度チェック 

 

 

大会１日目 

５月２８日(土)予選前半６Ｇ(２シフト)１Ｆ・２Ｆ ２４ＢＯＸ 

                開会式  ２Ｆ 
 

９：００  Ａシフト選手集合１２０名（プロ５３名＋アマ６７名） 

 ９：０５  選手ミーティング（プロのみ） 

   

９：３０  練習ボール１５分間 

  ９：４５  予選Ａシフト前半６Ｇ（２－３打ち） 

    ｜        ※前半６Ｇフロアチェンジ無し 

１３：３０  

 

     １２：４５ Ｂシフト選手集合１２０名（プロ５３名＋アマ６７名） 

１２：５０ 選手ミーティング（プロのみ） 

 

１３：４５      

｜    ［開 会 式］２Ｆ使用 

１４：１５  

 

１４：２５  練習ボール１５分間 

１４：４０    予選Ｂシフト前半６Ｇ（２－３打ち） 

   ｜        ※前半６Ｇフロアチェンジ無し 

１８：２５  

  



 
大会２日目 
５月２９日(日)予選後半６Ｇ(２シフト) １Ｆ・２Ｆ 
                            準決勝６Ｇ ２Ｆ 
 

８：００  Ｂシフト選手集合１２０名（プロ６５名前後＋アマ５５名前後） 

 ８：１５  練習ボール１５分間 

  ８：３０  予選Ｂシフト後半６Ｇ（２－３打ち） 

    ｜        ※後半６Ｇフロアチェンジ無し 

１２：１５   

      １１：４５ Ａシフト選手集合１２０名（プロ６５名前後＋アマ５５名前後） 

 

１２：２５  練習ボール１５分間 

１２：４０   予選Ａシフト後半６Ｇ（２－３打ち） 

   ｜       ※後半６Ｇフロアチェンジ無し 

１６：２５   ■予選１２Ｇトータルピン上位３６名準決勝へ選出 

       ※アマチュア入賞者表彰 

     

   ※２階 中間レーンメンテナンス（約１時間） 

 

１７：３５  練習ボール１０分間  

１７：４５  準決勝６Ｇ（１－２打ち） ２Ｆ 

  ｜       

２０：２５  ■通算１８Ｇトータルピン上位１２名決勝Ｒ/Ｒへ選出 

             ※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)  
５月３０日(月)決勝ラウンドロビン１２Ｇ ２Ｆ 

決勝ステップラダー ２Ｆ 
  

９：３０  選手集合 １２名  ※ウォーミングアップ                       

１０：００  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）    

１４：２０   ■トータルポイント上位４名決勝ステップラダーへ選出 

 

１４：５０  練習ボール１５分間 

１５：０５  決勝ステップラダー（４名によるステップラダー方式） 

｜    （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） 

１６：２０    表彰式  

１６：３５  打ち上げパーティー 

    ｜ 



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（プロ６５歳以上対象）賞金総額￥２７０,０００- 

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 

   ☆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)) 

   ☆ 〃    〃   ･･健康香料ヒールアップ(提供：(有)ケイズ) 

  ☆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 

 

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

 
◆主な注意事項 

○大会前日の５／２７(金)１５：００～１６：００迄､プロのシフト抽選を行いますので抽選に 

間に合わない場合は、必ず連絡を入れて下さい。(プロ協会事務局TEL ０３-６４３６－０３１０) 

※１８：００以降に自分のシフトをＪＰＢＡホームページで確認するか会場センターにお問い 

合わせ下さい。※検量＝１５：００～１７：００！ 

 

○競技中は、ルールにて全て禁煙となっていますのでご注意下さい。 

 

○今大会ボール置き場が手狭のため、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 

 すのでご注意下さい。 

 ※会場内にエレベーター・エスカレーターがありません。階段を利用しての移動となります。 

 

○センター駐車場は満車の為(数台で満車)、出場選手は宿泊ホテル駐車場またはセンター近隣の 

パーキングを利用するか、電車・タクシー等をご利用下さい。※別紙駐車場案内をご参照下さい。 

 


