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大会開催要項 

主 催 公益財団法人全日本ボウリング協会（JBC） 

後 援  オーストラリア大使館広報文化部  ベルギー大使館 

  カナダ大使館  中華人民共和国駐日本国大使館文化部 

  在京コロンビア大使館  ギリシャ大使館 

ドイツ連邦共和国大使館  オランダ王国大使館 

アイルランド大使館  駐日韓国大使館 韓国文化院 

マレーシア大使館  駐日ノルウェー大使館 

フィリピン大使館  駐日ポーランド共和国大使館 

スウェーデン大使館  タイ大使館 

チュニジア大使館  ウズベキスタン大使館 

在ベネズエラ日本国大使館         （国名アルファベット順） 

  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 

  特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会  テレビ東京 

協 力  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 （JPBA） 

  日本ボウラーズ連盟  全国実業団ボウリング連盟 
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  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（World Bowling）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（ABF） 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 

※ワールドボウリングツアーの「メジャー」は賞金総額 200,000US ドル以上の

プレミアム大会に許される称号で、ランキングポイントが 2 倍になる。 

主管運営  東京都ボウリング連盟 

開催月日  平成 27 年 7 月 9 日（木）～12 日（日） 

TV 放映  8 月 2 日（日）16：00～17：15 テレビ東京系列 6 局ネットにて男女決勝 

  の模様を中心にテレビ中継の予定 

会 場  ラウンドワン南砂店（本大会予選・準決勝） 

  幕張メッセ特設レーン（決勝、ミックスダブルス） 

参加資格  JBC 及びワールドボウリング加盟連盟会員。JPBA 会員は JBC の国際登録特別会

員(今大会に限り登録は無料)、その他の JBC 会員以外は JBC 臨時会員(無料)とな

る必要がある（詳細は JBC まで）。 

参 加 費  10,000 円又は US＄100 

優勝賞金  男子 1000 万円、女子 1000 万円（賞金リスト参照） 

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する。 

競技方式  個人戦 男女別部門、同方式で行う。 

  予選 選抜大会を勝ち上がった国内、海外の参加者がシード選手とともに、5G

の予選を行い、上位 33 名が準決勝に進出する。選抜組を含む予選出場

選手数は下表のとおりとする。 
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  準決勝 予選の上位 33 名が 3G の準決勝を予選スコア持ち込みで行い、8G ト

ータル上位 4 名がファイナルマッチに進出する。 

  決勝ファイナルマッチ 

  第 1 ラウンド： 準決勝を勝ち上がった 4 名が、得点順で１位対 4 位、2

位対 3 位で 1G マッチを行い、敗れた 2 名が第 3 位となる。 

  チャンピオンシップラウンド： 第 1 ラウンドを勝ち上がった 2 名が１G

マッチを行い、チャンピオンと第 2 位を決定する。 

決勝の 2 ラウンドでは、準決勝順位の上位者が投球順の決定権を持つ。 

ミックスダブルスエキシビションマッチ 

  1 回戦：男女とも決勝に進出できなかった国のうち、アメリカ、ユーラシア（日

本を除く）、アフリカの各大陸で準決勝の男女の合計順位が最高位の 3

か国（又は地域）と日本の決勝非進出男女ベストスコア同士で 4 組の

ダブルスを組み、1G マッチ 2 試合を同時に行う。組み合わせは抽選で

決定する。敗れた 2 チームはともに第 3 位となる。なお、7 月 11 日(土)

の準決勝終了後の成績発表時、ミックスダブルスの受付けをしなかった

選手は、同国の次位の選手と入れ替え、同国の選手が他にいない場合は

次位の国のダブルスと入れ替える。 

カテゴリー 男子 女子 

選抜大会 

 海外選手 １６ １６ 

 国内選手 １６ １６ 

特別シード枠 

 スポンサー推薦 2 2 

 全日本ナショナルメンバー 3 3 

 JPBA 推薦 3 3 

 PBA/PWBA 推薦 2 2 

 アメリカ、イングランド、フランス、ドイツ、イタリア、

ロシア、オーストラリア、中国、韓国各連盟推薦 

各 2 

（計 18） 

各 2 

(計 18) 

一般シード枠 

 上記を除く主催者選定 50 の国と地域の連盟推薦 各 1 

(計 50) 

各１ 

（計 50） 

合計 110 110 
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  優勝決定戦：1 回戦を勝ち上がった 2 チームで優勝決定戦 1G マッチを行う。

4 レーンを使用して行い、ともに 1 回戦で投球しなかった２レーンに配

置される。 

同位の裁定：個人戦ファイナルマッチ及びミックスダブルスでの同位は、1 ショットの決定戦によ

り上位を決定する（ミックスダブルスでは代表一人が投球）。 

本大会準決勝からファイナルへのカットラインでの同位は、準決勝 3G のローハイゲ

ーム差の小さい方を上位とする。さらに同位の場合はコイン・トスにより上位を決定

する。 

本大会予選から準決勝へのカットラインでの同位は、予選 5G のローハイゲーム差の

小さい方を上位とする。さらに同位の場合はコイン・トスにより上位を決定する。 

それ以外の同位は同順位を宣告され、賞金がかかる場合は同順位の競技者によって賞

金を等分するものとする。 

その他については、WTBA 競技規程集およびワールドボウリングツアー規程に従って

行う。 

 

注意：大会についての更新事項はすべて公式サイト（下記）に掲載する。掲載された事項はすべて

告知されたものとみなす。 

大会事務局： 公益財団法人全日本ボウリング事務局内 

        〒108-0014 東京都港区芝 4-4-10 サンライズ長井ビル 8F 

   Tel  03-3452-4501  FAX 03-3452-4504 

e-メール world-open@jbc-bowling.or.jp （担当 : 小杉） 

   大会公式サイト： http://www.jbc-bowling.or.jp/worldopen/ 

 


