
【  主　  　   催  】公益財団法人全日本ボウリング協会（JBC）
【  後援 （予定） 】在東京参加国大使館　外務省　文部科学省
 公益財団法人日本体育協会
 公益財団法人日本オリンピック委員会
 東京都　公益財団法人東京都体育協会
 ボウリング振興議員連盟
 全日本視覚障害者ボウリング協会
 認定 NPO法人
 スペシャルオリンピックス日本東京

【 協力（予定）】 公益社団法人日本ボウリング場協会　　関東ボウリング場協会　東京ボウリング場協会
 全国ボウリング公認競技場協議会　　東京ボウリング公認競技場協議会
 公益社団法人日本プロボウリング協会　　日本ボウラーズ連盟　　全国実業団ボウリング連盟
 ジャパンレディースボウリングクラブ　　ジャパンボウリングプロモーション
 日本ボウリング商工会　　品川プリンスホテルボウリングセンター　　株式会社ラウンドワン

【 公　　認 】 世界ボウリング連盟　　ワールドボウリングツアー メジャー
 アジアボウリング連盟　　アジアランキングトーナメント
 公益財団法人全日本ボウリング協会　　公益社団法人日本プロボウリング協会

【 主管運営 】 東京都ボウリング連盟



世界50の国と地域からトップボウラーが集結

　世界２億人の参加人口を誇るグローバルスポーツ、ボウリング。Bowling World Openは50を
超える国と地域の選手が顔をそろえるワールドワイドな大会です。ボウリング大国・アメリカから
はPBA・PWBAのトッププロを含む４名が参戦予定。昨今の世界選手権を席巻する韓国にも特別シー
ド枠が与えられ、世界一決定戦の名にふさわしいレベルの高さも保証されています。
　開催国のプライドをかけて戦う日本のシード選手には、全日本ナショナルチームと日本プロボウ
リング協会から６名ずつが抜擢されます。メインスポンサーのラウンドワンからも、男女各２名の
推薦選手が大会に送り込まれます。

破格の優勝賞金1000万円　すべての人に獲得チャンス

　賞金総額は4840万円*。男女とも優勝者には1000万円が授与されます。World Bowling Tour
の中でもケタ違いの高額賞金は、すべての人に獲得のチャンスがあります。本大会直前に行われる
選抜大会には誰でもエントリー可能。国内選抜大会（7/9・10、ラウンドワン南砂店）はMAX男子
560名、女子320名のチャレンジを受け付けます。
　海外のツアー選手たちも海外選抜大会（7/9・10、品川プリンスホテルボウリングセンター）に続々
と参戦表明。本大会への切符をかけたデッドヒートも、前哨戦とはいえ一見の価値があります。
*ミックスダブルスエキシビションマッチを含む

オリンピックを想定した特設舞台が幕張メッセに出現

　本大会の予選・準決勝を勝ち抜いた上位4選手は、幕張メッセに出現する特設レーンにファイナ
リストとして登場します。「オリンピックのボウリング」を想定したこの舞台でくり広げられる決勝
戦は「負けたら終わり」のトーナメント戦。しかも各マッチ1ゲームの短期決戦です。このスリリン
グな対決を、選手の後方からはもちろん、左右から見つめられるのも特設レーンならではの魅力。
通常のボウリングセンターでは味わえない、エンターテイメントなボウリングがそこにあります。
　そして激戦の一部始終はテレビ東京系列6局ネットで完全放送。迫力の映像で魅了します。

合言葉は「No Border Sport」
国籍も、性別、年齢、障がいの有無も関係ない！

　国境を越えてあらゆる国のボウラーが集まるこの大会で、ボウリングがいかにすべての人に適応
するかを証明します。
　ボウリングなら、障がいを持ちながらでも輝くことができる。そのことを証明するために、障が
い者ボウリングに情熱を注ぐ選手たちが特設レーンに登場し、その技術を披露します。また本大会
の準決勝までに敗退した選手の中から出場者が選ばれる「ミックスダブルス」では、男性と女性が
ペアを組んで臨むスペシャルマッチを行います。
　多様性を受け入れるスポーツ、それがボウリングです。

写真提供：ボウリングジャーナル社
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大会公式サイト　エントリーフォームからお申込みくださいムか大会公式サイト　エントリーフォームからお申込みください

参加費： 1シフト５０００円
定　員： 男子５６０名／女子３２０名（先着順で受付）

参加費：1シフト ００参加費 1シ ト５００参加費：1シフト５０００円

1シフト3ゲーム　トータルピン上位
男子16名／女子16名が本大会に進出
1シフト3ゲーム　トータルピン上位
男子16名／女子16名が本大会に進出

7月10日(金) 全4シフト（男子２２４名／女子１２８名）

7月9日(木) 全6シフト（男子３３６名／女子１９２名）

www.jbc-bowling.or.jp/worldopen/

9日(木) 全6シ ト(木7月9日(木) 全6シ ト

国内選抜大会
エントリー受付中



3ゲームを行い
男女とも予選との
合計スコア
上位4名が

ファイナルマッチへ

準決勝

５ゲームを行い
男女とも上位
33名が準決勝へ

予　選
＜男女別個人戦＞ 決勝ファイナルマッチ

★�第１ラウンド：準決勝の順位により１位選手�vs ４位選手、２位
選手�vs ３位選手で１ゲームマッチを行い、勝者２名が勝ち上が
り、敗者２名はともに３位確定。

★�チャンピオンシップラウンド：勝ち上がった２名が１ゲームマッ
チを行い、勝者がチャンピオンに

Congratulation!

優勝ミックスダブルス　エキシビションマッチ
男女とも決勝進出できなかった国の中から３か国（アメリカ・
ユーラシア・アフリカ各大陸１チーム）の男女ペアと、日本
の準決勝敗退選手の最上位者男女ペアがトーナメント形式１
ゲームマッチを行う

Road to Winner
～本大会～

※詳しい競技内容等は大会要項 ( 大会公式Webサイトに掲載 ) でご覧になれます。

出場選手
【シード枠】
男女　各78名
【選抜大会枠】
男女　各32名
合計220名

選 手 数 一 覧

参加国50超、
総勢220名のボウラー

が挑戦

　　カテゴリー 男 子 女 子

World Bowling Tour MAJORとは？

　World Bowling Tour（WBT） は、 世 界 ボ ウ リ ン グ 連 盟（World 
Bowling）が主催する賞金付きボウリング大会の世界ツアー。各大会の男
女上位50位までの選手にランキングポイントが付与され、合計ポイント
の年間上位3選手による「ツアーファイナル」で王者を決定します。
　WBT大会の中でも、賞金総額が20万USドルを超える大会はMAJOR大
会に認定され、通常の2倍のランキングポイントを与えています。賞金総
額4840万円のBowling World Openももちろんメジャー戦。海外に多
数存在するツアー主体のボウラーたちにとっては、ランキングポイントと
高額賞金、そして世界一の名誉を一度に獲得するチャンスなのです。男子優勝

1,000万円
女子優勝
1,000万円

個人戦

準優勝  500万円
第３位  150万円
  （2選手）

第５位� 100万円
第６位� 80万円
第７位� 60万円
第８位� 40万円
第９位� 35万円
第10位� 30万円

第23位� 10万円
第24位� 9万5千円
第25位� 9万円
第26位� 8万5千円
第27位� 8万円
第28位� 7万5千円
第29位� 7万円
第30位� 6万5千円
第31位� 6万円
第32位� 5万5千円
第33位� 5万円

第11位� 25万円
第12位� 20万円
第13位� 15万円
第14位� 14万5千円
第15位� 14万円
第16位� 13万5千円
第17位� 13万円
第18位� 12万5千円
第19位� 12万円
第20位� 11万5千円
第21位� 11万円
第22位� 10万5千円

賞金総額
￥48,400,000

※�個人戦の賞金額は男女同額です。
※ �JBC会員（臨時会員を含む）への賞金は、JBC賞金規程により、
　賞金額の２割をJBCが受領し、残り８割をボウリング奨励金として
　規程に従い配分します。

第１位チーム

20万円

ミックスダブルス
エキシビションマッチ

第２位チーム

10万円
第３位チーム
（２チーム）

5万円



男
子

クリス・バーンズ（写真左）

マイク・フェーガン

女
子

ケリー・キューリック（写真右）

リズ・ジョンソン

大会公式  WEBサイト  へ

【国内選抜大会】観戦無料
7 月 9 日 ( 木 )・10 日 (金)

ラウンドワン南砂店
【海外選抜大会】観戦無料

7 月 9 日 (木)・10 日 (金)
品川プリンスホテルボウリングセンター
【本大会予選＆準決勝】

7 月 11 日 (土) ラウンドワン南砂店
入場券 1000 円（当日会場にて販売）

【本大会決勝＆エキシビション】
7 月 12 日 (日) 幕張メッセ（展示ホール 8）

指定席券 1500 円
（7／11ラウンドワン南砂店および当日会場にて販売）

国内選抜大会には

どなたでも参加できます！※1

5/11
受付
スタ
ート

1シフト3ゲームを投球。全参加者の中から３ゲームトータルスコアの上位
男子16名、女子16名が本大会への出場権を獲得！

Step4：いよいよ大会出場� ＠ラウンドワン南砂店　7/9・10開催

選抜大会の結果発表後、本大会への参加手続きを行います。
（参加費納入、IDカード発行など）
本大会出場者は、プロボウラーはJBC国際登録特別会員、アマチュアボウラーはJBC会員
に登録している必要があります。*本大会は世界ボウリング連盟（WB）公認大会であり、
WB規則によりWBに加盟する国内競技統括団体（日本ではJBC）の身分保証を受けなけれ
ば出場できません。未登録の方は本大会エントリーと同時にお申込みいただけます。
（国際登録特別会員、臨時会員は登録無料です。）

※1　外国籍の方、海外在住の日本国籍の方は海外選抜大会への出場となります。

Step5：本大会参加手続き�

エントリー専用銀行口座に参加費（1名
1シフト5000円）をご入金ください。
また18歳未満の方は所定の出場承諾書
に保護者の署名・捺印の上、事務局ま
でご送付ください。

Step2：参加費を入金する�

使用ボールについて（検量・当日ボール
チェック・配送）、選抜大会の詳細スケ
ジュールなど、情報は随時大会公式サ
イトでお知らせします。必ずチェック
して出場準備をお願いします。

Step3：出場前に check �

仮エントリー完了

本エントリー完了�

テレビ東京系列 6局ネットで放送
8 月 2 日 ( 日 )　16:00 ～ 17:15（予定）

大会観戦ガイド

大会事務局（JBC 事務局内）　TEL03-3452-4501　FAX03-3452-4504　world-open@jbc-bowling.or.jp　

www.jbc-bowling.or.jp/worldopen/
くわしい情報は…

世界一にChallenge�

大会公式サイトのエントリーフォームからお申込みください。
定員は男子560名、女子320名。全10シフトの中から男子は最大4シフト、
女子は最大5シフトエントリー可能です。エントリー受理・出場シフト決定
した方にはメールでお知らせします。

Step1：大会公式サイトにアクセスしてエントリー�

【 当日キャンセル待ち 】
　7月9日(木)7:00よ り 会
場のキャンセル待ち受付に
て、受付番号の抽選を実施
します。各シフトでキャン
セルが発生した場合、番号
順に参加を受け付けます。
※キャンセルの発生は保証
しません。

全日本ナシ
ョナルチ

ーム

男
子

佐々木智之（写真右）

宮澤拓哉、村濱裕紀

女
子

石本美来（写真左）

霜出佳奈、岡本美月

全米プロボウリング協会
全米女子プロボウリング協会

本大会シードボウラー最新情
報

日本プ
ロボウリング協会

男
子

川添奨太（写真左）

山本勲、日置修一

女
子

松永裕美（写真右）

吉田真由美、姫路麗


