
第４回 Ｈｉｒｏｍｉ Ｍａｔｓｕｎａｇａ 

invitational  Ｐｒｏ-ａｍ Ｔｏｕｒｎａｍｅｎｔ 

                  ｉｎ 小嶺シティボウル 

[主   催]  Matsunaga invitational Tournament 実行委員会 

[後   援]  株式会社 アドバンススポーツ、株式会社 アメリカンボウリングサービス 

[協   賛]  「松 永 裕 美」後援会 

[承   認]  公益社団法人 日本プロボウリング協会（Ｎｏ２０１８－申請中） 

[開 催 日]    平成３０年１０月６日（土）、７日（日） 

[会   場]    小嶺シティボウル (ＡＭＦ30レーン) 

〒807-0081 北九州市八幡西区小嶺一丁目７番７号 

TEL（093）611-1180   FAX（093）611-1181 

[参 加 資 格]  (１)プロボウラー ････ 大会実行委員会の推薦プロ ３１名 

(２)アマチュア選手･･･ 上述のプロボウラー推薦の選手１９４名 

[参 加 料]  (１)プロボウラー （研修費）12,000 円 （パーティー費込み）  

(２)アマチュア選手（参加料） 8,500 円 （パーティー費込み） 

[競 技 内 容]  予 選 ６ゲーム･･･ ＡＢＣシフト別に各シフト上位 20 名（計 60 名）を選出。 

      準決勝  ６ゲーム･･･ 予選得点は持ち越さず、ゼロスタートにて 

プロ・アマ共に上位５名を決勝ステップラダーに選出 

        決  勝     ･･･ シュートアウト方式によりプロ・アマそれぞれ各 1ゲーム 

マッチを行い５～３位・２位・優勝者を決定する 

 

 

 

 

[ハンディキャップ]  ハンディキャップは下表のとおりとする。 

 
中学生以下

60 歳以下

／高校生
61～64 歳 65～69 歳 70 歳以上

アマチュア選手（男性） 10 ― ― 10 15 

アマチュア選手（女性） 20 15 20 25 30 

プロボウラー（男性） ― ― ― 5 10 

プロボウラー（女性） ― 10 15 15  20 
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[競技ルール]  １．本大会における競技ルールは日本ボウリングルール（ＮＢＲ）を適用する。 

        ２．１ゲーム毎にレーン移動を行なうこととし、右の２ＢＯＸ目に移動する。 

        ３．個人名（シール不可）の入ったユニフォームを着用する。 

        ４．競技中の喫煙は禁止する。 

         

[表   彰]  プロボウラー：優勝～３１位  ・・・別紙参照 

        アマチュア  ：優勝～７位 以下 １０位毎の飛び賞 

ハイゲーム賞、予選シフト別トップ賞  他 

プロ・アマ ：ボックスハイゲーム賞（予選６ゲーム対象） 

 

《参加プロボウラー》 

 

《男子プロ》 

柴田 英徳（第 11 期）、三池 丹揮（第 22 期）、岩本 茂文（第 28 期） 

荒瀬 一男（第 31 期）、竹崎 光博（第 31 期）、吉野 匡治（第 32 期） 

内山 智昭（第 32 期）、玉井慎一郎(第 37 期)、桜庭 良弘（第 37 期） 

楢崎 信二（第 37 期）、逸見 正晃（第 42 期）、儀間 義博（第 43 期） 

田沢 広也（第 46 期）、原田 誠二（第 48 期）、井上康一郎(第 49 期） 

中村 太亮（第 49 期）、門川 健一（第 50 期）、宮崎 大輔（第 50 期） 

山下 陽平（第 51 期）、山上 英章（第 51 期）、本田 博照（第 51 期） 

前田 充彦（第 52 期）、柳生 清光（第 52 期）、湯浅 敬太（第 57 期） 

岸崎 裕亮（第 T6 期） 

《女子プロ》 

冨岡 雪枝（第 6 期）、 松永 裕美（第 37 期）、佐藤まさみ(第 42 期) 

進  博美（第 43 期）、 中野麻理子(第 45 期)、宇山 侑花（第 48 期） 
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《タイムスケジュール》 

 ◆第１日目 １０月６日（土） 

  １３：５０～１４：２０ Ａシフト受付 

１４：３０～１４：４０ Ａシフト練習投球 

１４：４０～１６：４０ Ａシフト予選 前半３ゲーム（２－３） 

１６：００～１６：３０ Ｂシフト受付 

１６：５０～１７：００ Ｂシフト練習投球 

１７：００～１９：００ Ｂシフト予選 前半３ゲーム（２－３） 

１９：２０～      開会式・祝賀パーティー 

◆ 第２日目 １０月７日（日） 

   ８：００～ ８：３０ Ｃシフト受付 

８：３５～ ８：４５ Ｃシフト練習投球 

８：４５～１２：３５ Ｃシフト予選 ６ゲーム（２－３） 

１１：５０～１２：２０ Ｂシフト受付 

１２：４５～１２：５５ Ｂシフト練習投球 

１２：５５～１５：００ Ｂシフト予選 後半３ゲーム（２－３） 

１４：１５～１４：４５ Ａシフト受付 

１５：１０～１５：２０ Ａシフト練習投球 

１５：２０～１７：２５ Ａシフト予選 後半３ゲーム（２－３） 

※Ａシフト予選終了時 オークション入札締め切り 

１７：３５～１７：４５ 準決勝練習投球 

１７：４５～２１：００ 準決勝６ゲーム  （２－２） 

２１：１０～２２：１５ 決勝ステップラダー 

２２：１５～      表彰式 


