
● 主　　催

● 協　　力 東海地区プロボウラーズ選手会

● 開催日時

● 会　　場 サンパークレーン BW 34レーン
松阪市大黒田町708 ＴＥＬ　0598-26-5661 ＦＡＸ　0598-26-1359

● 参加資格 主催者が認めたボウリング愛好者とする。
（選手は、スポーツマンとして恥じない品位ある服装を着用すること。）

● 競技種目 4人チーム戦（男女混合自由編成・ハンディキャップ制）
デュアルレーン方式（アメリカン方式）で実施する。

● 募集チーム 先着　30チーム チーム編成は、各団体に所属していない方の参加も、認めます。
プロボウラーは1チームにつき1名の参加を認めます。
8/1より受付開始　　　8/31締切

● 競技方法 予選前半 1人3ゲーム　チーム12ゲームトータル（レーン移動はありません）
HDCPは、大会規定年齢性別を採用します。

予選後半

レーン配当は予選前半の順位順に左側より並べ換えをします。
ハンディキャップは4選手合計の1/2（小数点以下切り捨て）を採用します。
チーム18ゲームトータルピンにて上位12チーム（各シフト上位6チーム）
を選出します。

※参加チームが19チーム以下の場合は、上位8チーム（各シフト上位
   4チーム）となります。

決　勝 上位12チーム（8チーム）にて、ベーカー方式2ゲーム戦（HDCP込み）の
トーナメント戦（勝ち上がり戦）にて順位を決定します。

ハンデキャップは4選手合計の1/4（小数点以下切り捨て）を採用します。
※1回戦から準決勝までは、１ゲーム毎に対戦チームと投球レーンを入替えます。

● ＨＤＣＰ 大会規定年齢性別を採用します。
プロ 小低学 小高学 中学生 18才以下 19才～ 50才～ 60才～ 70才～ 80才～

男　子 0 40 20 10 5 0 5 10 15 20
女　子 10 50 35 25 20 15 20 25 30 35

● 大会スケジュール
9:00 選手集合
9:15 ～11：00 Aシフト前半　3ゲーム　（ボックス0-4打ち）

11:10 ～11：25 開会式
11:35 ～13：20 Bシフト前半　3ゲーム　（ボックス0-4打ち）
13:35 ～14：30 Aシフト後半　ダブルス2組　ベーカー方式ダブルス戦3ゲーム
14:40 ～15：35 Bシフト後半　ダブルス2組　ベーカー方式ダブルス戦3ゲーム
15:45 ～18：30 決勝トーナメント　4名　ベーカー方式2ゲーム
18:45 ～ 表彰式・閉会式

三重県ボウリング連盟（JBC）　　三重県ボウラーズ連盟（NBF）　　三重県ボウリング場協会

2020年 9月 13日 （日）　　9時00分受付開始

※参加チーム数により１シフトに変更となる場合があります。

第６回 オールミエボウリングチャリティ フェスティバル
【　大　会　開　催　要　項　】

誰でも楽しめるスポーツとしてボウリング愛好者であれば誰でも参加できる、三重県内のボウリング団体が共同
で主催する、フェスティバルです。また本大会は、新型コロナ対策を応援すべく、参加人数に応じて三重県ボウリ
ング場協会より三重県「新型コロナ克服　みえ支え”愛”募金」に寄付させていただきます。

1ゲーム目　AB組＆CD組　　2ゲーム目　AC組＆BD組　　3ゲーム目　AD組＆BC組

※申し込み後の選手変更は、チーム2名までとします。

ダブルス2組によるベーカー戦3ゲーム　　チーム6ゲーム（レーン移動はありません）
　各ゲーム　組み合わせを変更してのベーカー戦



● 1チーム　20,000円　　（お弁当はありません）　　※1名5,000円
　　　※ジュニア選手には、主催者より1名につき半額（2,500円）の補助があります。
　　　※大会開催の1週間前のキャンセルについては返金いたしません。

● チーム優勝～12位（8位）　以下5飛び賞　B・B賞

● 決勝トーナメント表

● 大会競技規定
1 大会中の競技運営については、競技委員の指示に従うこと。
2 競技は予選・決勝ともにデュアルレーン方式（アメリカン方式）にて行う。
※ベーカー方式の投球順は、チーム内で決定していただき、1フレームずつ交代で投球する。
予選後半は第1投球者（1.3.5.7.9フレーム）、第2投球者（2.4.6.8.10フレーム）を投球する。
決勝トーナメントは第1投球者（1.5.9フレーム）、第2投球者（2.6.10フレーム）、第3投球者（3.7フレーム）
第4投球者（4.8フレーム）。投球順番はゲーム毎に変更可能です。
ゲーム途中では変更できません。

3 遅刻については、ゲームスタートの合図と同時に投球できる状態でなければ、遅刻とし棄権とみなします。
4 欠場・棄権の場合、得点は0点とするが、途中ブラインドの場合は終了したフレームまでの得点を有効とします。
5 スコアの誤記・誤算が発見された場合、選手本人を呼び出し訂正する。但し、大会進行上本人の承諾を待たず
に大会役員により確定する事があります。

6 競技中にトラブルが発生した場合、競技を一時中断し競技委員の指示にしたがうこと。
7 デッドボール、ピンの脱落については、投球後は一切認めません。
8 機械によるピン倒れや不明確なものは、全て再配置する。
9 ファールは次の投球者が投げるまでの範囲で採用し、ファール判定機の故障によって生じたと見られる場合は
競技委員が検査し裁定する。

10 アプローチパウダー、その他の物を使用しアプローチの状態を変更してはならない。
万一不備のある場合は競技委員に申し出て、その指示に従うこと。

11 本大会において同得点については、下記のように順位を決定します。
[予　選] ①ハンデキャップの少ない方を上位とします。

②ベーカー戦6ゲームの得点の多い方を上位といたします。
[決　勝] ①ハンデキャップの少ない方を勝者とします。

②代表者によるワンショットマッチで決定します。
12 競技者の競技中の喫煙は指定の場所にて認めるが、ゲーム進行の妨げとなってはいけない。
また、競技中の飲み物については、ボウラーズベンチ後方にてとることはできるが、アルコール飲料は認めない。

13 スムーズな大会進行を行うために左右1レーンが空いたら投球してください。

その他、トラブルが発生した場合は競技委員長が最終協議裁定を行う。

● 特別注意事項
・本大会は、三重県ボウリング場協会による「新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」に基づき運営を行います。

・シフト抽選及びレーン抽選は、予め主催者側にて公正に抽選した上で決定し、シフトの発表は事前にお知らせ致します。

・昼食用のお弁当の提供は行いません。各自で準備をお願いします。

・ボウリング場内には飲食スペースはありません。近隣の飲食店などのご利用をお願いします。

・使用ボールについては、本年8月1日よりルール変更が適用されていますが、本大会では、新ルール・旧ルールともに
　それぞれのルールの規格内の収まったボールは使用する事が出来ます。（2021年3月31日までを移行期間とします）
・新型コロナウイルスの感染状況によって、競技内容の一部変更や開催中止の判断をさせていただく場合もございます。

参加費

表　彰

※１９チーム以下の参加の場合※２０チーム以上の参加の場合



本大会は、三重県ボウリング場協会の「新型コロナウイルス感染症 予防対策ガイドライン」に基づ

き運営を行います。

参加選手については、下記の点をご了承いただき、エントリーをお願い致します。

01．感染防止のために当協会および会場センターが決めたその他の措置の遵守、および指示に従って

下さい。

02．参加者が過去 14日以内に以下の事項に該当する場合は、参加を禁止します。

本理由によりキャンセルおよびブラインドについては、参加費を後日返還するものとします。

①体調の不良（発熱、咳、咽頭痛などの症状、嗅覚、味覚の異常がある場合）。

②新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合。

③同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

④過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ

の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合。

03．大会当日に 37.5℃以上の発熱のある選手の参加はお断りします。

04．マスクの持参、着用して下さい。（ゲーム中以外のマスクの着用を必ずお願いします。）

05．こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施して下さい。

06．他の参加者、主催者スタッフ等との距離（ソーシャルディスタンス）の確保にご協力下さい。

07．大会（イベント）中に大きな声で会話、応援などは禁止します。

08．大会（イベント）終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、当協会もし

くは所属センターに対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告して下さい。

09．当日のレーン抽選は行わず、事前に主催者側にて任意のレーン抽選を行います。

10．握手、ハンドタッチなど密接する行為は禁止とします。

11．競技終了後は必ず手洗い（手指消毒）をおこない、発生したゴミは必ず選手各自で処分をお願い

します。

12．ボール拭きタオルは各自準備し、ボウリング場備え付けのタオルは設置しません。

13．昼食（お弁当）等は、主催者側で準備を行いません。また会場内に休憩スペースは設けません。

14．参加選手以外の来場（入場）については自粛を強く要請します。

15．感染状況によっては、開催中止となる場合もありますので、ご承知おき下さい。

16．その他、三重県ボウリング場協会の「新型コロナウイルス感染症 予防対策ガイドライン」に基

づき予防対策にご協力をお願いします。

第 6回オールミエボウリングチャリティフェスティバル

新型コロナウイルス感染症 予防対策にともなう注意事項
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第6回オールミエボウリングチャリティフェスティバル【参加申込書】
申込先／サンパークレーン

FAX 0598-26-1359

HDCP

ピン

生年月日男　　・　　女 　年　　　　　月　　　　日生

チーム名
（※必ずお願いします。）

新型コロナウイルス感染症予防対策にともなう注意事項について、
確認のうえ、参加申込みを行います。
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男　　・　　女 　年　　　　　月　　　　日生
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ピン

男　　・　　女 　年　　　　　月　　　　日生
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生年月日

●記入漏れ、不備があった場合は受付できない場合がございます。　●必ず4人1チームでお申込み下さい。　●プロボウラーは各チーム
1名まで登録可能です。　●申込後の選手変更は、チーム2名までとします。　●エントリー代の支払いは、所属の各団体もしくはボウリン
グ場にてお願いします。　●その他不明な点は、サンパークレーン（担当　正木）までお問い合わせください。

※ 新型コロナウイルスの感染状況により、競技内容の一部変更
や開催中止の判断をさせていただく場合もございます。

代
表
者

ご住所

TEL FAX Mail

お名前

（〒　　　　－　　　　　　　　）


