
 

 

【大会競技規定】 

☆参加資格  女子プロボウラー 28 名 

アマチュアボウラー112 名 

（エントリー時に希望シフトを記入申し込み順） 

☆競技方法  男女個人戦 

女子プロ ハンディキャップ 10 ピン 

女子アマチュア ハンディキャップ 15ピン 

予選 6G （各シフト上位 14名選出） 

準決勝 3G （上位各シフト 4名選出） 

 決勝戦 各シフト 2位 3位 4 位 1G 上位 1名  

各シフト 1 位と決勝 

各シフト 1位 で 王座決定戦 

A シフト                      B シフト 

1 位                              １位 

優勝決定戦 

2 位                              ２位 

              

 3 位                             ３位     

 

  4 位                             4 位 

☆総合順位規定 

  王座決定戦で優勝者を総合 1位 敗者を総合 2位とする。   

各シフト優勝戦で敗者の選手を総合 3位タイ 

 決勝戦で敗退した選手 4名総合 5位タイ 

☆アマチュア表彰 1 位～10位 飛び賞 参加賞 

             （賞金はプロのみ） 

 

 

たけうちクリニック杯 

ピンクリボンボウリングトーナメント 

《特別協賛》たけうちクリニック 

《主催》とちおとめ会 ピンクリボンボウリングトーナメント大会実行委員会 

《協力》協賛企業各社 

《承認》（公社）日本プロボウリング協会 

《期日》平成 30 年 10 月 14 日 

《会場》アイビ－ボウル北本 

埼玉県北本市東間 4-60  ☏048-542-5141 

《参加》 

女子プロボウラー 28 名 

アマチュアボウラー 112 名 

☆アマチュア参加費 10,000 円  昼食付 

      【大会日程】 

A シフト                    B シフト 

7:30～8:00 受付             9:30～10:00 受付 

8:15~8:30 練習ボウル          10:45~11:00 練習ボウル 

8:30~10:30 予選前半 3G(2-2)       11:00~13:00 予選前半 3G(2-2) 

 13：00～13：20 開会式 

13：30~13:40 練習ボウル        15:50～16:00 練習ボウル 

13:40~15:40 予選後半 3G（2-2）     16:00~18:00 予選後半 3G（2-2） 

各シフト 上位 14 名 準決勝へ 

18:20～18:25  練習ボール 

18:25~19:25 準決勝 3G（1-1） 

予選との合計 9G で決勝シュートアウト選出者決定 

19:30~20:30 決勝シュートアウト 各シフト 4名選出 

     5 位決定戦（4名）  3 位決定戦（2名）   優勝決定戦（2名） 

20:40 表彰式 



参加プロボウラー 

A シフト         B シフト 

284 金城 愛乃  421 人見 幸子 

361 植竹 幸子 433 荻窪 美咲 

409 吉川 朋絵 444 鈴木 理沙 

422 亀井 智美 467 白石 順子 

429 森 彩奈江 470 小林 よしみ 

455 中村 美月 478 小林 あゆみ 

474 加瀬 一美 482 菊地  葵 

493 櫻井 眞利子 486 田中 亜実 

514 小久保 実希 455 渡辺 けあき 

528 浅田 梨奈 494 桑藤 美樹 

532 矢野 朋代 545 大嶋 有香 

562 大竹 遥菜 549 秋山 希望 

570 本橋 優美 567 大塚 由奈 

571 岡田 友貴 573 小松  渚 

 



 

【E-mail の場合】              【FAX の場合】 

tochiotome8020@gmail.com に        別紙の FAX 専用申し込み用紙に必要事項       

☆氏名（フルネーム）                  記入し、028-638-3655 に送信。 

☆希望シフト                      定員確認後、仮シフト・エントリー費振込 

☆連絡先 （☏）                     先を、こちらから FAX させて頂きます。 

グループで一括申し込みの場合も全員分記入。       入金確認後、再度こちらからエントリー 

こちらで受信し定員確認後、                              完了の FAX を送信いたします。 

仮シフト・エントリー費振込先お知らせします。       正式エントリーとなります。 

入金確認、再度エントリー完了メールを送ります。   ※申し込み開始 7/23 8 時からとなります。 

定員に達し次第終了となります。       

🎀アマチュアエントリー方法🎀 



たけうちクリニック杯 ピンクリボンボウリングトーナメント 

 アマチュア申込書 

No. 希望シフト 氏名  住所 連絡先  ☏  

1 A . B   
 

2 A . B    

3 A . B    

4 A . B    

5 A . B    

※受付開始 7/23  8 時から 

返信用 FAX 番号記入してください     ―    ―        
☆希望シフトは先着順になりますので希望に添えない場合があります 

申込書 FAX 送付先 028-638-3655  
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