
 

第４回 ときめき新潟プロアマオープン 
 

[主  催]  ときめき新潟プロアマオープン実行委員会 

 

[後  援] 燕市教育委員会、一般財団法人燕市体育協会（調整中） 

 

[協  賛] 広告協賛各社 

 

[承  認] 公益社団法人日本プロボウリング協会 

 

[会  場] ＰＯＰＢＯＷＬ県央 

（Brunswick A2 24L） 

      〒959-1232 新潟県燕市井土巻 1811-1 

ＴＥＬ0256-46-8828 

ＦＡＸ0256-46-8825 

 

[開催期日] ≪前夜祭≫ 平成２９年１０月 ７日（土曜日） 

≪本大会≫ 平成２９年１０月 ８日（日曜日）  

 

[参加資格] 合計 １１０名 

      ≪プロボウラー≫      ３２名 

公益社団法人日本プロボウリング協会公認プロボウラー 

≪アマチュアボウラー≫   ７８名 

 

[参 加 費] ≪アマチュアボウラー≫ １名   ８,０００円 

※プロボウラーの方は、恐れ入りますが研修費を徴収いたします。 

詳しくは実行委員会又は大会会場センターまでお問い合わせください。 

 

[入 場 料] １名 ５００円（中学生以下は無料） 

 

[競技種目] 男女総合シングルス戦（ときめき新潟プロアマオープン用ＨＤＣＰ制） 

区分 女性（ＨＤＣＰ） 男性（ＨＤＣＰ） 

プロボウラー １０ピン／１ゲーム ０ピン／１ゲーム 

アマチュアボウラー １５ピン／１ゲーム ５ピン／１ゲーム 

  

会場位置図 



 

[競技方法] アメリカン方式（1ゲーム毎にレーン移動） 

≪予 選≫ ６ゲーム（３ゲーム×２シリーズ）を投球し、ＨＤＣＰ込みトー

タルピンにより順位を決定する。Ａ組、Ｂ組を合わせたプロアマ

総合上位４４名を準決勝進出者とする。 

≪準決勝≫ ３ゲームを投球し、予選６ゲームと併せた９ゲームのＨＤＣＰ込

みトータルピンにより順位を決定し、プロアマ総合上位８名を決

勝進出者とする。 

≪決 勝≫ 決勝は、各回戦ＨＤＣＰ込み１ゲームによるシュートアウト方式

により順位を決定する。 

      ①シュートアウト１回戦 

準決勝５位～８位の４名にて１ゲーム投球し最上位者を選出 

（ＨＤＣＰ込み１ゲームで６位～８位を決定） 

      ②シュートアウト２回戦 

準決勝２位～４位の３名及びシュートアウト１回戦最上位者

の計４名にて１ゲーム投球し最上位者を選出 

（ＨＤＣＰ込み１ゲームで３位～５位を決定） 

      ③優勝決定戦    

準決勝１位とシュートアウト２回戦の最上位者にて１ゲーム

投球し優勝者を決定 

（ＨＤＣＰ込み１ゲームで優勝、準優勝を決定） 

 

[スケジュール：本大会（平成２９年１０月 ８日（日曜日））]  

時間 項目 備考 

８：００～  ８：２０ Ａ組 受付  

８：３０～１０：３０ Ａ組 予選 第１回戦 ３ゲーム（２－３）１ＢＯＸ 

～１０：１０ Ｂ組 受付  

１０：４０～１２：４０ Ｂ組 予選 第１回戦 ３ゲーム（２－３）１ＢＯＸ 

１２：５０～１３：０５ 開会式  

１３：１０～１５：１０ Ａ組 予選 第２回戦 ３ゲーム（２－３）１ＢＯＸ 

１５：２０～１７：２０ Ｂ組 予選 第２回戦 ３ゲーム（２－３）１ＢＯＸ 

１７：４０～１９：１０ 準決勝 ３ゲーム（２－２）１ＢＯＸ 

１９：３０～２１：００ 決勝 シュートアウト 

２１：００～２１：３０ 表彰式及び閉会式  

※大会スケジュールは変更になる場合もありますので、ご注意ください。 

  



 

[表  彰] ≪プロの部≫ 

賞金総額 ５７０,０００円 

≪アマチュアの部≫ 

ボウリング用商品券総額 １１１,０００円 

≪特別表彰≫  

①パーフェクト賞 ３０,０００円 

・①の対象は、全参加者、全ゲームとする。 

・達成者が複数の場合は、均等割とする。 

②決勝シュートアウト出場賞 

③ハイゲーム賞 

④ハイシリーズ賞 

⑤飛び賞 

⑥ＢＢ賞 

 ・②～⑥の対象は、アマチュアボウラーとする。 

 ・③及び④は予選を対象とする。 

順位 
プロの部 アマチュアの部 

賞金 ボウリング用商品券 賞品 

優 勝 ２００,０００円 ３０,０００円 豪華賞品 

第２位 １００,０００円 ２０,０００円 豪華賞品 

第３位 ５０,０００円 １０,０００円 豪華賞品 

第４位 ３０,０００円 ９,０００円 豪華賞品 

第５位 ２５,０００円 ８,０００円 豪華賞品 

第６位 ２０,０００円 ７,０００円 豪華賞品 

第７位 １９,０００円 ６,０００円 － 

第８位 １８,０００円 ５,０００円 － 

第９位 １７,０００円 ４,０００円 － 

第 10位 １６,０００円 ３,０００円 － 

第 11位 １５,０００円 ２,０００円 － 

第 12位 １４,０００円 ２,０００円 － 

第 13位 １３,０００円 ２,０００円 － 

第 14位 １２,０００円 １,０００円 － 

第 15位 １１,０００円 １,０００円 － 

第 16位 １０,０００円 １,０００円 － 

 

  



 

[その他] １．本大会参加者は、名前入りのユニフォームを着用すること。 

２．駐車場には限りがあります。参加者はできるだけ乗り合わせして会場まで

お越しください。 

３．公開練習の日程等については、下記にてお知らせします。 

・ときめき新潟プロアマオープン facebook 

・ＰＯＰＢＯＷＬ県央ホームページ 

 

 

 

９－１０トーナメント 前夜祭 

[開催期日] 平成２９年１０月 ７日（土曜日） 

[参加資格] 本大会参加者及びオープン参加者 

[参 加 費] 本大会参加者（プロボウラー、アマチュアボウラー） 1 名 ５００円 

オープン参加者 １名 １,０００円           

[競技方法]   

≪予 選≫ １０ショット（1 レーン×1 ショット×１０レーン）を投球し、

合計点数により順位を決し、上位３２名を決勝進出者とする。 

≪決 勝≫ 決勝は、トーナメント方式とする。 

アメリカン方式で９－１０フレームを投球し、スクラッチの合計

点数により順位を決定する。 

[スケジュール] 

時間 項目 備考 

  ～１７：２０ 受付  

１７：３０～１８：３０ 予選 １０ショット 

１９：００～２０：００ 決勝 トーナメント方式 

※大会スケジュールは変更になる場合もありますので、ご注意ください。 

[表  彰] 賞金総額 １１,０００円 

順位 賞金 

優 勝 ５,０００円

第２位 ３,０００円

第３位 ２,０００円

第４位 １,０００円

※アマチュア選手が入賞された場合は、賞金相当額のボウリング用商品券

を後日送付させていただきます。 
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第４回ときめき新潟プロアマオープン 

本大会参加申込書 
 

氏名 

ふりがな 
性別 男  ・  女 

 

プロ     期 ﾗｲｾﾝｽ№ 

住所 

〒 

TEL （    ）    - 希望組 Ａ組・Ｂ組 

FAX （    ）    - 
メール 

アドレス
 

9-10 トーナメント（前夜祭）参加意向確認 参加する・参加しない 

 

参加申し込みの注意点 

１．本大会参加申込書に必要事項をご記入のうえ、平成２９年 ９月２２日（金）までにお申

し込みください。 

○お申込み先等 

ＦＡＸ 

本大会参加申込書に必要事項をご記入の上、下記ＦＡＸ番号まで送付して

ください。 

〒959-1232 新潟県燕市井土巻 1811-1 

ＴＥＬ0256-46-8828  ＦＡＸ0256-46-8825 

ＰＯＰＢＯＷＬ県央 フロント 

 ○参加費用 

銀行振込 

本大会参加申込書送付後、速やかに本大会参加費の振込みをお願いしま

す。なお、振込手数料は、参加者様でご負担をお願いします。 

第四銀行 神田支店 普通 1403842 

 ときめき新潟プロアマオープン実行委員会 

２．電話・口答等でのお申し込みは受け付けておりません。 

３．参加申込期間：平成２９年 ９月 １日（金）～平成２９年 ９月２２日（金） 

４．本大会の受付は先着順とし、必ず希望組(Ａ組・Ｂ組)を記入してください。希望に添えな

い場合は、ご連絡をいたします。 

５．本大会参加申込書の送付と本大会参加費の振込完了をもって本大会参加申込み完了となり

ます。 

６．お申し込みは、定員になり次第、終了とさせて頂きます。 

７．平成２９年 ９月２３日以降のキャンセルは、いかなる場合も返金できません。 

８．平成２９年 ９月２２日までにキャンセルされた方は、参加費を返金いたしますので、振

り込み口座をお知らせください。但し、手数料は、参加者様負担となりますのでご了承く

ださい。 

９．前夜祭参加意向確認の欄は、任意でチェックしてください。前夜祭参加費は、前夜祭時に

お支払いください。 

●個人情報について● 

・ときめき新潟プロアマオープン実行委員会が知り得た個人情報は、大会以外には使用いたしません。 

・ときめき新潟プロアマオープン実行委員会よりお問い合わせ等をさせていただく場合があります。 

・大会の映像、写真、記録（氏名含む）などが、新聞・雑誌・テレビ・ネットなどに掲載される場合がありますが、

その権利は主催者に属します。 


