
「プロアマオープントーナメント ＲＯＵＮＤ１ Ｃｕｐ Ｌａｄｉｅｓ 2017」 
プロ選抜大会要項 

               
１．プロ選抜大会競技方法 
 ●各会場(Ａ・Ｂ・Ｃの３会場)とも４シフト(３会場・合計１２シフト)を開催。 

●１シフト３ゲームを投球、各シフト上位４名(各会場４シフトで16名)及び１６名を除く各会場 

全体の３Ｇスコア上位２名計１８名･３会場合計５４名、及び最多出場会場の３Ｇスコア３位の 

１名・総合計５５名を本大会へ選出。 

 ●出場したい希望会場(Ａ・Ｂ・Ｃ会場)＆希望シフト(第１シフト～第１２シフト)をエントリーする。 

※シフトの決定は｢ROUND1 Cup Ladies 2017｣プロ選抜大会エントリー優先順位にて決定。※別紙参照 

※今大会はシード権がありませんので、シードプロもプロ選抜大会出場となります  
 

２．プロ選抜大会会場(下記Ａ・Ｂ・Ｃの３会場にて開催) ※３会場とも４シフトを実施 
 
   Ａ会場 ９／２６(火) ラウンドワンスタジアム堺中央環状店（ＢＷ４８Ｌ 合成レーン） 

                     〒599-8102 大阪府堺市東区石原町２－２４１ 

                            TEL ０７２(２５３)９５５９  FAX ０７２(２５３)９５６６ 
 

Ｂ会場 １０／３(火) ラウンドワンスタジアム中川１号線店（ＡＭＦ４０Ｌ 合成レーン） 

            〒454-0859 愛知県名古屋市中川区法蔵町２丁目２３番  

                       TEL ０５２(６６５)５３５３   FAX ０５２(６６５)５３５５ 
 

Ｃ会場 １０／５(木) ラウンドワン南砂店（ＡＭＦ４６Ｌ 合成レーン） 

〒136-0076  東京都江東区南砂６丁目７番１５号  トピレックプラザ４Ｆ 

                        TEL ０３(５６１７)６９１１   FAX ０３(５６１７)６９２１ 

   

３．プロ選抜大会参加資格（エントリー優先順位 ※2017下半期出場優先順位 下記①②③の順） 

   ①2017第１シードプロ２７名(トーナメントシードプロ・永久シードプロ・公認T/M優勝者シードプロ・歴代優勝者シードプロ) 

②2017第２シードプロ２５名(トーナメントセカンドプロ・準永久シードプロ・プロテスト実技免除合格者及びトップ合格者) 

③2017トーナメントサードプロ１６９名(2017下半期順位決定戦出場 有資格者) 

   

４．プロ選抜大会エントリー方法 
  ●第１次エントリー（エントリー受付期間 ８月２８日(月)～９月６日(水) ※先着順ではありません） 

    (1) 第１次エントリーは、有資格者(上記３.のプロ選抜大会参加資格①～③対象)を対象に、 

①の第１シードプロはひとり６シフトまで申し込み可、第１シードプロ以外(上記②・③)は、 

ひとり４シフトまで申し込み可とする。(ひとり２シフトや３シフトだけの申し込みでも構いません) 

     (2) 希望シフトは、エントリー優先順位にて決定します。 

    (3) エントリー状況により希望シフトを変更したい場合は、９月７日(木)・８日(金)の各日午前 

     １０時～午後５時まで電話にて変更・移動を受け付けます。(但しエントリー優先順位にて決定) 

電話：ＪＰＢＡ事務局０３－６４３６－０３１０まで！ 
 
  ●第２次エントリー（エントリー受付期間 ９月１１日(月)午前１０時～９月１９日(火)午後５時まで） 

    第２次エントリーは、エントリー優先順位に関係無く有資格者を対象(参加資格①～③)に 

先着順にてエントリーの申し込み可。(申し込みシフトはいくつでも可、但し空きシフトがある場合） 
 

  ●第３次エントリー（大会当日 各シフトに空きがあり出場希望者がいた場合） 

    第３次エントリーは、大会当日各シフトの受付にてエントリーの申し込み可。※先着または抽選 



５．プロ選抜大会出場申し込み方法(第１次・第２次エントリー対象) 

   出場の申し込みは、①メール または ②ＦＡＸのいずれかでお申し込み下さい。 

   ①メールにてお申し込みの場合･･･メール機能付きの携帯電話等かパソコンから下記メールアドレスに 

                     必要事項を入力してお申し込み下さい。 
 

    ◆宛先(メールアドレス)  jpba-p1000@jpba.or.jp 
    ◆題名（件名）     Ｒ１ Ｃｕｐプロ選抜申込 
    ◆本文           イ)  ライセンスNo.       
             ロ)  氏名(必ずフルネーム) 
                        ハ) 希望会場(Ａ･Ｂ･Ｃ)と希望シフト(第1シフト～第１２シフト) 
      ※第１次エントリー･･･第１シードはひとり６シフトまで申込可！第１シード以外はひとり４シフトまで申込可！ 

              ニ)  連絡先(携帯電話番号等)を入力後 → 送信 
※10/3(火)中川１号線店→10/5(木)南砂店へのボールバッグ移動希望者は個数を入力 

   ②ＦＡＸにてお申し込みの場合･･･別紙参加申込書にご記入のうえ、事務局までＦＡＸにて 

  お申し込み下さい。 ＦＡＸ ０３（３４５４）６１４０ 

   

６．プロ選抜大会エントリーフィー １シフト（３Ｇ）５,０００円 

     １シフト×５,０００円  → 大会当日各会場受付にてその日の出場シフト分を徴収 

（各会場実施日３日前までの出場キャンセルについてはエントリーフィー支払いの必要は無いが、それ以降(２日前以降)

の出場キャンセルについてはエントリーフィーを支払うもの(銀行振込)とする）※無断ＢＬは２万円の罰金となります。 
  
     ※各会場２日前以降の出場キャンセルエントリーフィー振込先について 

    ◆銀行･支店名 三井住友銀行 ベイサイド支店 

    ◆口座名義  公益社団法人日本プロボウリング協会 

    ◆口座番号   普通 ７７４７１１０ ※１シフトに付き５,０００円（必ず振込人のﾗｲｾﾝｽ No.と氏名を入れること）  

  なお、各会場(Ａ会場・Ｂ会場・Ｃ会場)の各シフト４位以内及び各シフト４位以内(計１６名)を 

  除く各会場の全体で２位以内に入った本大会進出確定者の次シフト以降のエントリーフィーは､ 

  徴収しないものとする。(本大会進出確定者は、次シフト以降出場出来ないものとする) 

 

７．その他 
  〇プロ選抜大会のボール登録＆検量･硬度チェックについて･･･受付終了時までにボール登録を済ませること｡ 

(ニューボールは､検量証を購入･登録の必要有り) ※各シフト＆会場の通過者は､成績発表後その場で検量･硬度チェックを受けること。 

  〇ボールの持ち込み制限について･･･各会場とも会場内への宅配＆ボールの持ち込みは、６個までとなります。 

   ※ボール登録料＝各会場とも１個に付き２００円徴収致します 

  〇前日練習は、各会場とも１０：００～１８：００まで 時間内１名１,５００円となります。 

  〇各会場にボールバッグ等を送る際は、前日午前中着の期日指定でお送り下さい。（往復宅配便はＮＧ） 

  （１０／３(火)中川１号線店→１０／５(木)南砂店会場へのボール移動(運搬協力：伊藤氏)を用意しましたので希望者は、

エントリー用紙かメールにて希望バッグ数を記載してお申し込み下さい。ﾄﾙﾌﾟﾙ 1500円、ﾀﾞﾌﾞﾙ 1000円、ｼﾝｸﾞﾙ 500円） 

  〇本大会進出者５５名にブラインドが出た場合･･･ＢＬ者が出た会場の次点者を繰り上げ出場とする。 

  〇選抜通過者(本大会進出のプロ６０名)は、全員賞金獲得となります。 

  〇１０月２０日(金)～２１日(土)開催の本大会内容は、本大会要項をご覧下さい。 

  〇今大会の競技内容については、トーナメント委員会ならびに理事会にて特別承認されています。 

各会場駐車場利用時の注意事項 

●Ｃ会場(南砂店)の駐車場について･･･駐車場は１日＝６００円(選手のみ)にて利用可。但し複合施設のため、満車に 

なる可能性がありますのでなるべく乗り合わせか公共交通機関をご利用下さい。駐車場の利用時間：１階(屋外)= 

２４時間、２階(屋内)=２４時間(但し側面入口は午前８時３０分から利用可、朝は正面入口(葛西橋通りに面している)を利用) 

●Ａ会場(堺中央環状店)及びＢ会場(中川１号線店)の駐車場について･･･駐車場は無料にて利用可、必ず建物の裏側に 

駐車すること。※留め置き不可！（駐車場内での事故・盗難等については、各会場とも責任を負えませんのでご了承下さい） 



◎プロ選抜大会 各会場タイムスケジュール予定 

   ※各会場とも前日の１６：００～１７：００にボール登録有り 

 

Ａ会場(第１･第２･第３･第４シフト開催)  Ｂ会場(第５･第６･第７･第８シフト開催) 

●ラウンドワン堺中央環状店会場     ●ラウンドワン中川１号線店会場   

９月２６日(火)             １０月３日(火)  

        ９：００ 選手集合（ＭＡＸ６９名）          ９：００ 選手集合（ＭＡＸ５７名） 

９：３０～１０：４５ 第１シフト３Ｇ（１－２）    ９：３０～１０：４５ 第５シフト３Ｇ（１－２） 

                ※成績発表・通過者ボール検量＆硬度チェック 

      １１：００ 選手集合（ＭＡＸ６９名）         １１：００ 選手集合（ＭＡＸ５７名） 

１１：３０～１２：４５ 第２シフト３Ｇ（１－２）   １１：３０～１２：４５ 第６シフト３Ｇ（１－２） 

               ※成績発表・通過者ボール検量＆硬度チェック 

      １３：００ 選手集合（ＭＡＸ６９名）         １３：００ 選手集合（ＭＡＸ５７名）  

１３：３０～１４：４５ 第３シフト３Ｇ（１－２）   １３：３０～１４：４５ 第７シフト３Ｇ（１－２） 

               ※成績発表・通過者ボール検量＆硬度チェック 

      １５：００ 選手集合（ＭＡＸ６９名）         １５：００ 選手集合（ＭＡＸ５７名）  

１５：３０～１６：４５ 第４シフト３Ｇ（１－２）   １５：３０～１６：４５ 第８シフト３Ｇ（１－２） 

１６：５０～１７：００ 結果発表           １６：５０～１７：００ 結果発表   

               ※成績発表・通過者ボール検量＆硬度チェック 

 

※Ｂ会場(中川１号線店)→Ｃ会場(南砂店)へのボール移動(運搬)を用意しましたので、希望者は予めお申し込み下さい！ 

 

Ｃ会場(第９･第１０･第１１･第１２シフト開催) 

●ラウンドワン南砂店会場         

１０月５日(木)             

        ９：００ 選手集合（ＭＡＸ６６名）   

９：３０～１０：４５ 第９シフト３Ｇ（１－２） 

            ※成績発表・通過者ボール検量＆硬度チェック 

      １１：００ 選手集合（ＭＡＸ６６名）  

１１：３０～１２：４５ 第１０シフト３Ｇ（１－２）  

            ※成績発表・通過者ボール検量＆硬度チェック 

      １３：００ 選手集合（ＭＡＸ６６名）   

１３：３０～１４：４５ 第１１シフト３Ｇ（１－２）  

      １５：００ 選手集合（ＭＡＸ６６名）   

１５：３０～１６：４５ 第１２シフト３Ｇ（１－２）   

１６：５０～１７：００ 結果発表  ※成績発表・通過者ボール検量＆硬度チェック 



      ＦＡＸ送信 

ＦＡＸ番号 ０３(３４５４)６１４０ 
 

（公社）日本プロボウリング協会 事務局内 

ＲＯＵＮＤ１ Ｃｕｐ Ｌａｄｉｅｓ ２０１７  

プロ選抜大会エントリー係 御中 

 

ＲＯＵＮＤ１ Ｃｕｐ Ｌａｄｉｅｓ ２０１７ 

プロ選抜大会 
エントリーＦＡＸ参加申込書 

●第１次エントリー･･･（受付期間：８／２８(月)～９／６(水)まで  ※先着順ではありません） 

※第１シードプロ(トーナメントシードプロ１８名＋永久シードプロ＋優勝者シードプロ)は、ひとり６シフトまで申し込み可! 

※第２シードプロ及びトーナメントサードプロは、ひとり４シフトまで申し込み可! 
 

                    ※希望会場を〇で囲む        ※第１シフト～第１２シフトの希望シフトを記入 

１．希望会場 Ａ(堺中環)・Ｂ(中川)・Ｃ(南砂) 会場  希望シフト第    シフト 

２．希望会場 Ａ ・  Ｂ ・ Ｃ   会場  希望シフト第    シフト 

３．希望会場 Ａ ・  Ｂ ・ Ｃ   会場  希望シフト第    シフト 

４．希望会場 Ａ ・  Ｂ ・ Ｃ   会場  希望シフト第    シフト 

５．希望会場 Ａ ・  Ｂ ・ Ｃ   会場  希望シフト第    シフト 

６．希望会場 Ａ ・  Ｂ ・ Ｃ   会場  希望シフト第    シフト 

※第１次エントリー（シードプロはひとり６シフトまで、シード以外はひとり４シフトまで申し込み可！ 

 

●第２次エントリー･･･（受付期間：９／１１(月)１０時～９／１９(火)１７時まで） 

※第１・第２シードプロ・トーナメントサードプロに関係無く、先着順にて申し込み可！ 

 （申し込みシフトはいくつでも可、但し空きシフトがある場合） 

  

７．第２次エントリー    会場、 希望シフト 第  第  第    シフト 

第２次エントリー    会場、 希望シフト 第  第  第    シフト 

 

ライセンスＮｏ． 

‥‥‥‥‥‥････････････ 

氏 名 

中川１号線店→南砂店への

ボールバッグ移動希望 

個 
エントリ－フィ－ １シフトに付き５,０００円(大会当日受付にて徴収） 


