
２０１９ プロボウリング レディース 新人戦
ＪＰＢＡ大会要項

［主 催］ (公社)日本プロボウリング協会

［後 援］ 神奈川県ボウリング場協会、ベースボール･マガジン社、ボウリングジャーナル社

［特別協賛］ (株)スカイ･エー

［協 賛］ (公社)日本ボウリング場協会、他 各社

［協 力］ (株)スポルト ／ 日本プロボウリング協会 神奈川･東地区

［公 認］ (公社)日本プロボウリング協会

［開催期日］ 令和元年(２０１９年) ８月２日(金)～３日(土)

［会 場］ ボウリング王国スポルト八景店（ＢＷ３６Ｌ 合成レーン(アンビレーン)）

〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀２－１３－１

TEL０４５(７８１)３１１２ FAX０４５(７８４)６０３２

［参加資格］ 出場総数 プロ＋アマ＝９６名とする。

プロ有資格者５７名（有資格者:女子４８期生～５２期生※但し新人戦優勝者を除く）

（48期１９名､49期１３名､50期１１名､51期１０名､52期４名）

※新人戦のタイトルホルダーは次年度からの参加は出来ません。

女子アマチュアボウラー３９名（但し､プロのエントリー数によりアマ出場枠を増枠）

※将来的に｢プロボウラー資格取得テスト｣受験希望の女子に限ります。

※出場申込は､ＦＡＸにて会場センターまでお申し込みください｡(先着順)

詳細は、｢ボウリング王国スポルト八景店｣ＨＰアマチュア募集案内をご覧ください！

［大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ １日目 ８月２日(金)予 選８Ｇ・開会式

２日目 ８月３日(土)準決勝６Ｇ・決勝トーナメント(プロの部８名＆アマ優勝決定戦)

※優勝者はタイトルホルダーとなります。

また、賞金は賞金ランキングに算入しトータルピンは通常通りアベレージ

ランキングに算入致します。 ポイントは算入されません。

［賞金総額］ ２,０００,０００円（優勝５００,０００円）

☆ＴＶパーフェクト賞予定(プロ優勝決定戦対象)･･100,000円(提供:(株)スカイ･エー)

☆パーフェクト賞(プロ予選～優勝決定戦対象)･･50,000円

［ＴＶ放映］ スカイＡにて放映

［入 場 料］ ２日間通し券 ２,０００円 １日券(当日券) １,５００円

※前売り券(１日券のみ販売)１,２００円 ※中学生以下及びJPBA個人･法人賛助会員は無料

※有料ギャラリースタンド指定席３８席予定(入場料＋指定席料２０００円)

(指定席のお申し込みについては、会場センター(スポルト八景店)までお問い合わせください)

～入場制限に関するご案内～

多くのご来場により定める人数を大幅に超過した場合は、お客様の安全性と快適さを考慮し入場制限を

させていただく場合がございます。予めご了承のうえ皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

また三脚・踏み台を利用してのご観戦は周囲の方にご配慮いただき後方にてご観戦をお願いいたします｡

ご来場者全員が楽しくご観戦いただけますよう、皆さまのご協力を宜しくお願い申し上げます。



◎タイムスケジュール

大会前日

８月１日(木)前日ボール登録

新人研修会(５１期＆５２期生参加)

前夜祭トーナメント(５１期＆５２期生及び川﨑由意･岩見彩乃･大久保咲桜出場(予定))

１０：００～１７：００ 有料練習ボール（１名１,５００円 ※アマチュアも含む）

１３：００～１４：３０ 新人研修会(51期･52期の新人戦出場プロ参加) 場所:ｽﾎﾟﾙﾄ八景店ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

１６：００～１７：００ プロボウラー ボール登録

１８：００ 前夜祭トーナメント出場プロ１７名集合

(出場予定：新人戦出場５１期生１０名＋５２期生４名及び川﨑由意･岩見彩乃･大久保咲桜)

１８：３０～１９：００ 前夜祭出場プロ公開練習＆セレモニー

１９：００～２１：００ 前夜祭トーナメント（競技内容調整中）

大会１日目

８月２日(金)予選８Ｇ・開会式

１０：００ 選手集合（プロ５７名(予定)＋アマ３９名(予定)）

１０：３０ 練習ボール１５分間

１０：４５ 予選前半４Ｇ（３－３）

｜

１３：４５

１４：００ 【開 会 式】

｜

１４：３０ ※開会式終了後、横浜市立大学ストリートダンス部『ＡＬＭＡ』による

ダンスショーライブイベント開催(予定)

※休憩約５０分

１５：２０ 練習ボール１０分間

１５：３０ 予選後半４Ｇ（３－３）

｜

１８：３０ ※予選８Ｇトータルピン プロ上位３２名・アマ上位８名を各準決勝へ選出

１９：００ 応援お楽しみイベント

｜ 内容予定･･･参加プロ全員による期別スカッチチーム対抗戦及び優勝チーム当て投票

１９：４５



大会２日目(最終日)

８月３日(土)プロの部準決勝6G･決勝トーナメント

アマの部準決勝6G･アマ優勝決定戦

※準決勝よりＴＶ収録予定

９：００ 選手集合（プロ３２名） ９：４５ 選手集合（アマ８名）

９：１５ 練習ボール１５分間 １０：００ 練習ボール１５分間

９：３０ プロの部準決勝６Ｇ(２－２) １０：１５ アマの部準決勝６Ｇ(１－１)

｜ ｜

１２：４０ ※プロの部通算１４Ｇ上位８名 １２：３０ ※アマの部 通算１４Ｇ上位２名

上位８名決勝T/Mへ選出 優勝決定戦へ選出(ｱﾏ3位～8位表彰)

休憩約４０分

準決勝通過順位

１３：３０ 決勝トーナメント１回戦(１Ｇマッチ) 第１試合 ６位ｖｓ３位

｜

１３：５０

１３：５５ 決勝トーナメント１回戦(１Ｇマッチ) 第２試合 ２位ｖｓ７位

｜

１４：１５

１４：２０ 決勝トーナメント１回戦(１Ｇマッチ) 第３試合 ５位ｖｓ４位

｜

１４：４０

１４：４５ 決勝トーナメント１回戦(１Ｇマッチ) 第４試合 １位ｖｓ８位

｜

１５：０５ ※プロ５位～８位決定・表彰 ※順位の決定は、各回戦のスコアにて決定！

１５：１５ 決勝トーナメント準決勝(１Ｇマッチ) 第１試合

｜

１５：３５

１５：４０ 決勝トーナメント準決勝(１Ｇマッチ) 第２試合

｜

１６：００ ※プロ３位・４位決定 ※順位の決定は、各回戦のスコアにて決定！

１５：３０ 選手集合 アマ優勝決定戦進出者２名

１６：１５ アマ優勝決定戦(１Ｇマッチ)

｜

１６：３５ ※花束贈呈・優勝インタビュー（アマ２位表彰）

１６：５０ 決勝トーナメント プロ優勝決定戦(１Ｇマッチ)

｜

１７：１０ ※花束贈呈・優勝インタビュー

１７：１５ 表彰式（プロ優勝者～第４位、アマ優勝者）

｜

１７：２５ 打ち上げパーティー

｜



賞金総額 ２,０００,０００円

優勝 ５００,０００ 第１７位 ２８,０００

第 ２ 位 ２５０,０００ 第１８位 ２７,０００

第 ３ 位 １８０,０００ 第１９位 ２６,０００

第 ４ 位 １４０,０００ 第２０位 ２５,０００

第 ５ 位 １００,０００ 第２１位 ２５,０００

第 ６ 位 ９０,０００ 第２２位 ２５,０００

第 ７ 位 ８５,０００ 第２３位 ２５,０００

第 ８ 位 ８０,０００ 第２４位 ２５,０００

第 ９ 位 ５０,０００ 第２５位 １０,０００

第１０位 ４０,０００ 第２６位 １０,０００

第１１位 ３８,０００ 第２７位 １０,０００

第１２位 ３６,０００ 第２８位 １０,０００

第１３位 ３４,０００ 第２９位 １０,０００

第１４位 ３２,０００ 第３０位 １０,０００

第１５位 ３０,０００ 第３１位 １０,０００

第１６位 ２９,０００ 第３２位 １０,０００

☆プロの部優勝副賞･･･お米コシヒカリ１００ｋｇ（提供：(株)スポルト）

☆ 〃 ･･･コカ･コーラ製品１年分 (提供：(株)スポルト）

☆アマの部優勝副賞･･･森永製品１年分（提供：(株)スポルト）

☆ＴＶパーフェクト賞予定(プロ優勝決定戦対象)･･１００,０００円(提供:(株)スカイ･エー)

☆パーフェクト賞(プロ予選～優勝決定戦対象)･･５０,０００円

☆アマチュア表彰･･･１位～８位

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

～主な注意事項～

●新人研修会実施･･大会前日(８／１(木))に新人戦出場プロの５１期・５２期を対象にした

｢新人研修会｣を実施致します。研修会場は｢新人戦｣会場のスポルト八景店ミーティングルーム

にて、午後１時から午後２時３０分(予定)まで行います。５１期並びに５２期の新人戦出場プロは

必ず参加して下さい！

また、５１期生･５２期生の方、ならびに川﨑由意(48期)･岩見彩乃(48期)･大久保咲桜(50期)は、

前夜祭トーナメントにご協力をお願いいたします。

〇メンテマシン：KEGEL ＦＬＥＸ 使用オイル：プロデジ

○会場への宅配便の到着はセンターさんに迷惑のかからないように期日指定（8/1(木)の午前中着）

などで手配してください。 ※ボールバッグを宅配便で送る際、キャスター付きのトリプルバッグ

は禁止されていますのでご注意ください。(自家用車等､自分で会場内に搬入＆搬出するのは構いません)

○ボール置き場が手狭な為、会場へのボールの持ち込み制限は６個までとなりますのでご注意下さい。

※ボール登録は最大１２個まで可。

○駐車場の案内･･･センター建物付属の提携駐車場「タイムズ京急金沢八景第一駐車場」は、他の

テナントお客様及び大会観戦者優先の為、プロ・アマ問わず出場選手はご利用出来ません。

公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。（別紙、駐車場案内地図を参照）

～ホテル案内～
◇ 夏休みシーズンとなりますので、各自お早めにご手配をお願いします。


