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石川県ＪＢＣ予選会 開催要項＜大会 No.J16＞
主

催：公益財団法人 全日本ボウリング協会

特別協賛：株式会社ラウンドワン
主管運営：石川県ボウリング連盟
開催月日：平成 30 年 6 月 16 日（土）
会

場：ラウンドワンスタジアム金沢店（公競№119－27）
〒921-8163 石川県金沢市横川 6-120-1 TEL076-245-1850

競技種目：部門別個人戦 ※年齢は、平成 30 年 1 月 1 日現在の満年齢
[部門] ①男子レギュラーの部
②女子レギュラーの部
（年齢制限なし）
③男子シニアの部
④女子シニアの部
（50 歳以上）
⑤男子グランドシニアの部
⑥女子グランドシニアの部
（65 歳以上）
※ただし、シニアの年齢区分の選手がレギュラー部門へ参加すること、グランドシニ
アの年齢区分の選手がレギュラー部門またはシニア部門へ参加することも認める
が、全てスクラッチでの競技となる。
競技方式：デュアルレーン方式（アメリカ方式）で実施する。
競技内容：各部門とも 4 ゲーム（ゲーム毎のレーン移動はしない）の競技を行い、その合計得点により以下
の人数を全国大会進出者とする。
男子レギュラーの部
3 名、 女子レギュラーの部
3名
男子シニアの部
2 名、 女子シニアの部
2名
男子グランドシニアの部 1 名、 女子グランドシニアの部 1 名
競技規則：大会競技規程による。その他は公益財団法人全日本ボウリング協会制定のボウリング競技規則に
よる。
同位の裁定：同位が生じた場合の裁定方法は以下の通りとする。
①最高ゲームと最低ゲームの差の最も少ない者を上位とする。（ゲームローハイ）
②得点差が同点の場合、4 ゲームのストライク数の多い者を上位とする。
③ストライク数が同じ場合は、4 ゲームのスペア数の多い者を上位とする。
④スペア数も同じ場合は、9・10 フレームの決定戦により順位を決定する。
参加資格： ①平成 30 年度 JBC 登録会員（個人正会員、個人普通会員、実業団会員、学生連合会員、高等学
校登録会員、ジュニア会員）
。
②今大会限定の一時会員にも参加資格を与える。ただし、一時会員の有効競技会はＲＯＵＮＤ
１グランドチャンピオンシップボウリングの県予選会、全国大会およびグランドチャンピオ
ン大会のみとする。（非会員は当日 200 円で一時会員登録が可能）
参加定員：男子レギュラーの部
28 名、 女子レギュラーの部
16 名
男子シニアの部
8 名、 女子シニアの部
8名
男子グランドシニアの部 4 名、 女子グランドシニアの部 4 名
費

用：参 加 費
2,800 円（税込）
一時会員登録費
200 円（税込、非会員のみ）※参加費、一時会員登録費は当日徴収

申込期間：平成 30 年 4 月 16 日（月）午前 10 時～平成 30 年 6 月 4 日（月）午前 10 時
申込期間厳守。期間外の申し込みは受け付けない。
申込方法： 参加申込書に必要事項を記入の上、下記申込先まで FAX、メール（PDF データを添付）にて送付
すること。なお、申し込みは先着順とする。

申 込 先： 公益財団法人全日本ボウリング協会（担当：鈴木、羽島、宇賀神）
〒108-0014 東京都港区芝 4-4-10 サンライズ長井ビル 8 階
TEL：03-3452-4501
FAX：03-3452-4504
MAIL：gcb@jbc-bowling.or.jp
注意事項：

１）申込の受付状況等は全て JBC ホームページ（http://www.jbc-bowling.or.jp/gcb/）へ掲載するので、申込者は必ず確
認すること。
２）受領した参加費、一時会員登録費はいかなる場合でも返金しない。また、自然災害等により大会を中止した場合、旅
費、宿泊費の補償はしない。
３）選手は JBC・NBF の開催する予選会に複数回参加することができる（NBF 会員が JBC 予選会へ参加することも可能）
。
参加クラスを一度選択したら、それ以降の予選会では他のクラスで参加することができない。もし複数のクラスでの
参加が発覚した場合、その選手は失格とする。
４）JBC・NBF 両団体の開催する予選会・全国大会にはともに参加することができるが、グランドチャンピオン大会にはど
ちらか一方の団体からしか参加することができない。
５）JBC 非会員が本予選会へ参加する場合、一時会員登録が必要となる。その費用は 200 円（税込）とし、有効競技会は
ＲＯＵＮＤ１グランドチャンピオンシップボウリングの県予選会、全国大会およびグランドチャンピオン大会のみと
する。
（本チャンピオンシップ以外の競技会、リーグ等への参加を希望する場合、別途正規の会員登録手続きが必要と
なる）ただし、プロ資格保持者は一時会員登録することができず、また、2018 年 1 月 1 日時点でプロ資格を保持して
いる者は、それ以降にプロ資格を返上したとしても、一時会員登録することはできない。
６）大会当日、JBC 会員は受付で JBC 会員証を必ず提示すること。会員証不携帯の場合、この予選会のみ有効の臨時会員
証を発行する。申請書に必要事項を記入し、300 円の発行手数料を添えて申請すること。
７）大会当日、一時会員は受付で一時会員証を必ず提示すること。会員証の提示がない場合、一時会員登録費 200 円（税
込）を徴収する。
８）全国大会及びグランドチャンピオン大会への出場資格を取得した後、JBC 会員資格（一時会員含む）を喪失した場合、
全国大会及びグランドチャンピオン大会への出場資格も喪失する。
９）予選会当日、全国大会への出場辞退あるいは失格等による欠員が生じた場合、出場枠を繰り下げる。次点第 2 位の選
手まで繰り下げても欠員が生じる場合、以降に行われる予選会へ出場枠を充当する。
10）後日、全国大会の出場辞退あるいは資格喪失等による欠員が生じた場合、以降に行われる予選会へ出場枠を充当する。
11）本予選会に使用できるボールは全て World Bowling または JBC の公式認定ボールとする。あらかじめ JBC ホームペー
ジ（http://www.jbc-bowling.or.jp/forbowlers/）にて確認すること。認定されていないボールを使用していた場合、
失格となる。
12）JBC 登録会員の場合、会場に持ち込んだ全てのボールのボール検査合格証を携帯すること。未検査ボール、ボール検
査合格証不携帯のボールを会場へ持ち込んだ場合、競技開始前に検査を受けること。この場合の検査料は 1 個 500 円(硬
度検査のみは 200 円)とし、本チャンピオンシップ（県予選会、全国大会およびグランドチャンピオン大会を含む）の
み有効のボール検査合格証を発行する。ボール検査合格証の発行されていないボールを持ち込んだ場合は失格とする。
13）一時会員の場合、県予選会への参加にあたってはボール検査を行わないが、全国大会進出者のみ、会場へ持ち込んだ
全てのボールのボール検査を行う。この場合の検査料は 1 個 500 円とし、本チャンピオンシップ（県予選会、全国大
会およびグランドチャンピオン大会を含む）のみ有効のボール検査合格証を発行する。なお、ボールが規格に反して
いた場合は失格とする。
14）JBC 登録会員の着用するユニフォームは、連盟、支部、クラブ、実業団、大学、学校、ジュニアジャパン、ナショナ
ルチーム制定のものとする。その他は全て JBC 服装規則を遵守すること。
15）一時会員の着用するユニフォームは、上は男女ともポロシャツ、下は男子はスラックス（長ズボン）、女子はスカート、
スラックス(長ズボン)、運動用ショートパンツを着用し、運動に適したスポーティなものとする。
（ジーンズ生地は禁
止）なお、ユニフォームへの氏名の表記は不要。
16）全国大会への出場権を獲得した者は、その場で全国大会の費用を納入すること。JBC 会員は 5,000 円（参加費）とし、
一時会員は 5,300 円（参加費 5,000 円、ワッペン代 300 円）とする。なお、納入された費用はいかなる場合でも返金
しない。

【スケジュール】

7：30 ～ 8：30
受付、ボール検量
9：00 ～ 11：05
予選 4 ゲーム（練習投球は 8：55 頃スタート予定）
11：30 ～ 13：00
成績発表、全国大会参加手続き
※参加人数や当日の進行状況によりスケジュールが変更になる場合があります。

全国大会について

開催月日：平成 30 年 9 月 22 日（土）
会

場：ラウンドワンスタジアム堺中央環状店（公競№127－142）

〒599-8102

大阪府堺市東区石原町 2-241

TEL 072-253-9559
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JBC予選会
大会競技規定
１）遅刻については、受付終了時間をもって遅刻とし、それ以後の参加は認めない。
２）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。
３）機械によるピン倒れや不明確なものは、全て再配置とするものとする。
４）ファールは投球者がアプローチを降りるまでの範囲で採用し、ファール判定機の故障によって
生じたとみられる場合は競技委員が裁定する。
５）ゲームの途中のリセット（１ゲームにつき１人最大２回まで）は、必ずボックス内の確認を
必要とする。
６）ボールについては、参加選手１名につき会場内への持込を６個以内と限定し、
ボールにはテープその他の物を付着させてはならない。
※ボール表面の調整及び表面加工についてはゲーム中及びゲーム間も不可
７）競技者は競技中の喫煙を禁止とする。また、水分補給に関してはキャップ付きのボトルのみ
認めることとし、ボウラーズベンチ後方にてとることができる。
８）スムーズな大会進行を行うために左右のボックスが空いたら投球する。
９）記録はコンピュータのスコアを優先する。
10）競技中の選手に対するアドバイスは禁止とする。
11）その他は、公益財団法人全日本ボウリング協会制定のボウリング競技規則を適用する。

FAX：03-3452-4504
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JBC予選会 申込書
※必ず全ての項目を記入し、署名の上、申込書を送信すること。

年

ふりがな

氏
生

氏

名

年

齢

（平成30年1月1日現在）

名

歳

月

日 （西暦）

年

月

日

性

別

男・女

参加クラス

①男子レギュラー

③男子シニア

⑤男子グランドシニア

（○をつけること）※１

②女子レギュラー

④女子シニア

⑥女子グランドシニア

自

宅

連

所 〒

住

絡

先

（電話）

（携帯）

（日中連絡可能な電話番号）

eメール
JBC会員登録

ＪＢＣ会員

（○をつけること）※２

JBC会員番号

ＪＢＣ一時会員

・

未登録

（会員登録済みの方のみ記入）

大会№

希望会場
※１

・

月

日（

）

会場

選手はJBC・NBFの開催する予選会に複数回参加することができるが、参加クラスを一度選択したら、それ
以降の予選会では他のクラスで参加することができない。
もし複数のクラスでの参加が発覚した場合、その選手は失格とする。

※２
※３
※４
※５
※６
※７
※８
※９

予選会の参加にはJBCの会員登録が必要となる。したがってJBC非会員の選手は、予選会への申込みをもっ
てJBCへ一時会員登録することを承諾したものとみなす。
開催要項記載の参加申込期間を厳守すること。期間外の申し込みは受け付けない。
会場ごとの参加申込み受付状況はJBCホームページ（http://www.jbc-bowling.or.jp/gcb/）へ掲載する
ので、各自で確認すること。
個人情報は、原則としてこの大会（全国大会、グランドチャンピオンシップを含む）の運営の目的のみ
に使用されるが、氏名、居住地及び当方で取得した競技実績はメディア用に使用する場合がある。
大会で撮影した写真及び動画は、ホームページ等への掲載の他、マスコミ等へ提供する場合がある。
プロ資格保持者は一時会員登録を行うことができないため、本予選会へ参加することができない。
予選会終了後、プロ資格保持者となった場合、会員資格を喪失する。
申込書記載項目に不備等がある場合、申込書を正式に受理できない場合があるので注意すること。
大会事務局より記載されたeメールアドレス宛へメール送信する場合がある。パソコンからのメール受信
拒否を設定している場合、受信拒否の解除またはドメイン名(@jbc-bowling.or.jp)の受信設定を行うこと。
開催要項の注意事項や申込書記載事項を読み、内容を承諾した上で予選会に申し込みます。
（署名）

申

込

方

法 ： eメールまたはFaxにて大会事務局まで申し込むこと（郵送不可）
eメール：gcb@jbc-bowling.or.jp

（PDF添付にて送付のこと）

Fax：03-3452-4504

問 い 合 わ せ 先 ： 公益財団法人全日本ボウリング協会 TEL：03-3452-4501
参

加

費 ： 2,800円（税込）予選会当日、受付にて徴収する。

一時会員登録費 ：

200円（税込）予選会当日、受付にて徴収する。
※予選会当日に受付で一時会員証の提示がない場合、再度、一時会員登録費
を支払うこと。
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ＪＢＣ予選会へ参加申込みをされた皆様へ
１．参加申込について
１－① 今大会（予選会、全国大会、グランドチャンピオンシップ含む）に関する告知は全
て JBC ホームページ上で行います。お知らせ、エントリーリスト、キャンセル待ち
等は全て各自で確認をお願いいたします。
１－② 申込後、参加を辞退される場合は必ず連絡をお願いいたします。
連絡先：全日本ボウリング協会（JBC） TEL:03-3452-4501
１－③ 各会場の参加人数は、部門ごとの参加定員を設けています。申込締切後、部門ごと
の偏りがある場合には受入人数の調整を行う場合がありますので、必ずホームペー
ジのチェックをお願いいたします。
（例）レギュラー部門参加定員 30 名、シニア部門参加定員 15 名に対し、レギュラ
ー部門 37 名、シニア部門 10 名の申込みがあった場合、
レギュラー部門 35 名、シニア部門 10 名にて受入人数の調整をします。
１－④ 申込書記載内容に不備等ある場合、正式に受理できない場合があります。
その際、再提出が必要となりますが、再提出いただいた日時が「受付時間」となり
ます。
２．キャンセル待ちについて
２－①

２－②

事前キャンセル待ちについて
キャンセル待ちが解除されたら、ホームページにあるエントリーリストを更新しま
すので、各自ご確認をお願いします。
なお、事前キャンセル待ちの対応は予選会前々日の正午までとします。それ以降は
全て当日キャンセル待ちとなります。
当日キャンセル待ちについて
予選会前々日の正午以降、あるいは予選会当日にキャンセルが出た場合、当日キャ
ンセル待ちにて対応を行います。
当日キャンセル待ち希望者は、予選会当日、受付時間終了までに受付へ「当日キャ
ンセル待ち希望」と伝えてください。キャンセルが出た場合、「事前キャンセル待
ち順」にご案内いたします。
受付時間終了後、受付にて速やかに当日キャンセル待ちの対応を行います。名前を
お呼びしても応答がない場合、次の順番の方へ繰り下げます。
（注１）「事前キャンセル待ち順」のご案内となります。当日の先着順ではありま
せんので、あらかじめご了承ください。
（注２）当日キャンセル待ち対象者は「予選会の申込期間内に申込書を提出されて
いる方」のみとなります。

３．レーン配当について
３－①
３－②

JBC 予選会では、レーン抽選によりあらかじめレーンの配当を行います。
「１－③」記載の調整により、競技は必ずしも同一部門の選手と同 Box になるとは

限りませんので、あらかじめご了承ください。
３－③ 当日ブラインド等によりボックス内人数に偏りがある場合、レーン配当の調整を行
い、レーンの移動をお願いする場合があります。ご協力をお願いいたします。
４．宅配便について
４－① 会場への宅配便利用は極力お控えください。なお、送付の際は前日の午後に到着す
るよう発送してください。
４－② 予選会当日、宅配便による集荷はありません。宅配便を利用する場合、お近くのコ
ンビニや集配所へ持込みの上、各自で対応をお願いいたします。
５．当日の受付、ボール検量について
５－① 予選会当日、会場に到着したらまずは受付の通過をお願いいたします。

５－②

５－③

受付において、諸費用（参加費、一時会員費など）をお支払いください。お支払い
は現金のみの対応となります。
受付終了時間までに必ず受付を済ませてください。
渋滞、列車遅延など理由の如何を問わず、受付時間内に受付を通過しなかった場合、
予選会に参加することはできません。会場には余裕を持ってご来場ください。
JBC 会員はボール検査合格証の所持が必要です。当日検量も行いますが、極力事前
にボール検査合格証をご準備ください。なお、ボール検量時間を過ぎた場合、受け
付けることができなくなりますので、あらかじめご注意ください。

６．その他について
６－① ボールの持ち込みは 6 個以内で制限いたします。
６－② 予選会の成績発表は全てコンピュータ集計を基に行います。
６－③ 競技中のボールの損傷については一切の責任を負いません。
６－④ 貴重品、所持品の管理は各自でお願いいたします。盗難等のトラブルが発生しても
一切の責任は負いません。
６－⑤ 駐車場の利用時間、利用料金は各会場により異なります。各店舗ホームページにて
ご確認ください。また、収容台数には限りがあります。満車の場合は近隣の有料駐
車場をご利用ください。
６－⑥ 競技中は全て禁煙となります。競技前後における喫煙は必ず喫煙所にてお願いいた
６－⑦

６－⑧
６－⑨
６－⑩
６－⑪

します。
予選通過者にはその日のうちに全国大会の参加費用等をお支払いいただきますので、
あらかじめご了承ください。当日の全国大会参加手続き時間内にお支払いいただけ
ない場合、辞退とみなします。
予選通過者の写真はホームページ上に掲載いたします。
予選通過者は、以降に開催されるその団体の予選会には参加することができません。
以降のその団体の予選会に申し込みをしている場合、キャンセル扱いとなります。
全国大会における賞金獲得者は、後日、口座情報とマイナンバーをご提出いただき
ますので、あらかじめご了承ください。
その他、開催要項記載の注意事項、申込書記載事項を熟読の上、予選会にご参加く
ださいますようお願いいたします。

