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グランドチャンピオンシップ大会(男女) 要項
［主

催］

(公社)日本プロボウリング協会／（公財）全日本ボウリング協会
日本ボウラーズ連盟

［後

援］

各社

［特別協賛］

株式会社ラウンドワン

［協

各社

賛］

[主管運営]
［公

認］

大会実行委員会
各主催団体 ＪＰＢＡ：特別公認

［開催期日］

２０１８年(平成３０年) １１月１０日(土)

［大会会場］

ラウンドワン南砂店（ＡＭＦ４６Ｌ 合成レーン）
〒136-0076 東京都江東区南砂６丁目７番１５号 トピレックプラザ４Ｆ
TEL ０３(５６１７)６９１１
FAX ０３(５６１７)６９２１

［参加資格］

各団体決勝大会通過者 （合計１３２名）
男子①レギュラー部門

各団体８名＝２４名

②シニア部門(50 歳以上)

各団体８名＝２４名

③グランドシニア部門(65 歳以上)

各団体６名＝１８名

女子①レギュラー部門

各団体８名＝２４名

②シニア部門(50 歳以上)

各団体８名＝２４名

③グランドシニア部門(65 歳以上)

各団体６名＝１８名

［大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ １１月１０日(土)
［賞金総々額］

１６,６００,０００円 大会総額３,０００万円
男子：レギュラー部門
シニア部門

賞金総額 7,000,000 円 (優勝賞金 4,000,000 円)
賞金総額 1,000,000 円 (優勝賞金 500,000 円)

グランドシニア部門 賞金総額
女子：レギュラー部門
シニア部門

300,000 円 (優勝賞金 150,000 円)

賞金総額 7,000,000 円 (優勝賞金 4,000,000 円)
賞金総額 1,000,000 円 (優勝賞金 500,000 円)

グランドシニア部門 賞金総額

300,000 円 (優勝賞金 150,000 円)

☆パーフェクト賞･･予選～決勝ＴＭ準決勝、５０,０００円 優勝決定戦(決勝ＴＭ優勝決定戦)１,０００,０００円

［インターネット中継］インターネット生中継(配信)予定／Rankseeker（録画配信）予定
［入 場 料］

無料

【競技内容】
１１／１０(土)【予 選】
●男女レギュラー・シニア部門（男女別）
男子２４名（各団体８名）・女子２４名（各団体８名）が抽選にて２シフトにわかれ、各団体１名が
同一ＢＯＸに入り、予選３Ｇを投球し各ＢＯＸの３Ｇトータル上位１名（合計８名）を決勝トーナメン
トへ選出。
●男女グランドシニア部門（男女別）
男子１８名（各団体６名）・女子１８名（各団体６名）が抽選にて２シフトにわかれ、各団体１名が同
一ＢＯＸに入り３Ｇを投球し各ＢＯＸの３Ｇトータル上位１名（合計６名）を準決勝へ選出。
【決勝トーナメント】
●男女レギュラー部門（男女別）
予選通過者８名にてトーナメント方式により優勝者を決定（決勝トーナメントは２Ｇ先取にて勝敗を決
定）
●男女シニア部門（男女別）
予選通過者８名にてトーナメント方式により優勝者を決定（決勝トーナメントは 1 回戦・準決勝は２Ｇ
先取にて勝敗を決定、優勝決定戦は１Ｇマッチにて勝敗を決定）
●男女グランドシニア部門（男女別）
予選通過者６名にて２G（準決勝）を投球し２G トータル上位３名を優勝決定戦（決勝シュートアウト）へ
選出、３名にて１Ｇマッチにて優勝者を決定。

注意事項
○ボール置き場が手狭の為、会場へのボールの宅配、及びボールの持込制限が６個までと
なっています。必ずお守りください。（ボール登録料は徴収致しません）

○会場へのボールバッグ等宅配便到着は、必ず１１月９日(金)午前１０時～午後６時までに届くよう期日指定で
ご手配下さい。(それ以前に到着した宅配便等は一切受け取れません) ※往復宅配便はご遠慮ください。
送り先は・・会場住所に「３階ボール置き場（ビリヤードコーナー）」と記載して送ること。
また、氏名とともに参加部門を必ず記載すること。

○駐車場は、１日６００円（選手のみ）にてご利用出来ますが会場が複合施設の為、満車になる可能性があります。
※留め置きは一切出来ません。
※駐車場内での事故･盗難等は、会場にて責任を負えませんで予めご了承ください。

朝は、正面入口（葛西橋通りに面している）を利用。側面の入口は午前8:30から利用
可となります。
○大会前日（１１月９日(金)）の練習ボール料金は、時間内(８：００～１８：００)１名１５００円となります。

〇ユニフォームは所属団体の定めによるものを着用してください。NBF・JBC の一時会員は、それぞれの全国大会の定めに準拠
し、必ず名前入りユニフォームを着用の上、団体ワッペンを指定の位置に貼付してください。

◎グランドチャンピオン大会タイムスケジュール
(スケジュールは変更になる場合があります)

大会前日

１１月９日(金)

８：００～１７：００
１５：００～２０：００

２０：００

前日有料練習ボール（１名時間内 １,５００円）
前日ボール登録 （ＪＢＣ）

ボール置場閉鎖

大会１日目 １１月１０日(土)
７：１５

男女各部門受付開始 ※各団体にてレーン＆シフト抽選

８：１５

選手集合１３２名(男女レギュラー部門各２４名、男女シニア部門各２４名、男女Ｇシニア部門各１８名)
※集合時刻遅刻失格

８：２０

選手ミーティング

８：５０

Ａシフト練習ボール（１０分間）

９：００

Ａシフト予選３Ｇスタート（各部門とも各団体ＢＯＸ１名、１－２打ち）

｜
｜

※奇数レーンＪＰＢＡ、偶数レーン第１投球者ＪＢＣ、第２投球者ＮＢＦ
男女レギュラー部門・男女シニア部門：各ＢＯＸ３Ｇトータルスコア最上位者１名・計各４名(合計１６名)決勝トー
ナメント１回戦進出

｜

男女グランドシニア部門：各ＢＯＸ３Ｇトータルスコア最上位者１名・計各３名(合計６名)準決勝進出

１０：１５ Ａシフト予選３Ｇ終了 ※成績発表

１０：３５ Ｂシフト練習ボール（１０分間）
１０：４５ Ｂシフト予選３Ｇスタート（各部門とも各団体ＢＯＸ１名、１－２打ち）
｜
｜

※奇数レーンＪＰＢＡ、偶数レーン第１投球者ＪＢＣ、第２投球者ＮＢＦ
男女レギュラー部門・男女シニア部門：各ＢＯＸ３Ｇトータルスコア最上位者１名・計各４名(合計１６名)決勝ト

｜
｜

ーナメント１回戦進出
男女グランドシニア部門：各ＢＯＸ３Ｇトータルスコア最上位者１名・計各３名(合計６名)準決勝進出

１２：００ Ｂシフト予選３Ｇ終了 ※成績発表
Ａ＋Ｂシフト合計･･･男子レギュラー部門８名・女子レギュラー部門８名 決勝トーナメント１回戦進出
Ａ＋Ｂシフト合計･･･男子シニア部門８名・女子シニア部門８名 決勝トーナメント１回戦進出
Ａ＋Ｂシフト合計･･･男子グランドシニア部門６名・女子グランドシニア部門６名 準決勝進出

１２：１８ 練習ボール（７分間）
１２：２５ 決勝トーナメント１回戦(Ｒ部門＆Ｓ部門)・男女グランドシニア部門 準決勝 スタート
｜

●男女レギュラー部門各８名、男女シニア部門各８名（２Ｇ先取＝２ｏｆ３のマッチゲームにて各４名準決勝へ）

｜

●男女グランドシニア部門 準決勝２Ｇ（各６名にて２Ｇ投球し２Ｇトータル上位３名優勝決定戦へ）

１３：２５ 決勝トーナメント１回戦＆男女グランドシニア部門準決勝終了 ※成績発表
※インターバル （転換作業 約５０分）

１４：１５ 練習ボール（５分間）
１４：２０ 決勝トーナメント準決勝(Ｒ部門＆Ｓ部門)・グランドシニア部門 優勝決定戦 スタート
｜

●男女レギュラー部門各４名、男女シニア部門各４名（２Ｇ先取＝２ｏｆ３のマッチゲームにて各２名優勝決定戦へ）

｜

●男子グランドシニア部門 優勝決定戦（３名による１Ｇマッチ）

１４：４７ 男子グランドシニア部門 優勝決定戦終了 ※男子グランドシニア部門優勝・第２位タイ(２名)決定
１５：００ 女子グランドシニア部門 優勝決定戦（３名による１Ｇマッチ）
｜
１５：２７ 女子グランドシニア部門 優勝決定戦終了 ※女子グランドシニア部門優勝・第２位タイ(２名)決定
１５：２０ 決勝トーナメント２回戦(Ｒ部門＆Ｓ部門)終了 ※成績発表

※男子シニア部門２名
１５：４５ 男子シニア部門 優勝決定戦スタート（２名による１Ｇマッチ）
｜
１６：０７ 終了 ※男子シニア部門：優勝者・第２位決定

※女子シニア部門２名
１６：２５ 女子シニア部門 優勝決定戦スタート（２名による１Ｇマッチ）
｜
１６：４７ 終了 ※女子シニア部門：優勝者・第２位決定

※男子レギュラー部門２名
１７：１０ 男子レギュラー部門 優勝決定戦スタート（２名にて２Ｇ先取＝２ｏｆ３のマッチゲーム）
｜
１８：１０（１７：５０） 終了 ※男子レギュラー部門：優勝者・第２位決定

※女子レギュラー部門２名
１８：３０（１８：１０） 女子レギュラー部門 優勝決定戦スタート（２名にて２Ｇ先取＝２ｏｆ３のマッチゲーム）
｜

｜

１９：３０(19:10)（18:50or19:10） 終了 ※女子レギュラー部門：優勝者・第２位決定
１９：３５(18:55or19:15)
表彰式 【グラドシニア部門】 男子優勝・第２位タイ(2 名)、女子優勝・第２位タイ(2 名)
【シニア部門】

男子優勝・第２位・３位タイ(2 名)、女子優勝・第２位・３位タイ(2 名)

【レギュラー部門】

男子優勝・第２位・３位タイ(2 名)、女子優勝・第２位・３位タイ(2 名)

囲み取材

賞金総々額

１６,６００,０００円

●男子レギュラー部門 賞金総額 ７,０００,０００円

●女子レギュラー部門 賞金総額 ７,０００,０００円

優勝

４,０００,０００円

優勝

４,０００,０００円

２位

１,０００,０００円

２位

１,０００,０００円

３位タイ(２名)

４００,０００円

３位タイ(２名)

４００,０００円

５位タイ(４名)

１００,０００円

５位タイ(４名)

１００,０００円

９位タイ(８名)

６０,０００円

９位タイ(８名)

６０,０００円

１７位タイ(８名)

４０,０００円

１７位タイ(８名)

４０,０００円

●男子シニア部門 賞金総額 １,０００,０００円

●女子シニア部門 賞金総額 １,０００,０００円

優勝

５００,０００円

優勝

５００,０００円

２位

１００,０００円

２位

１００,０００円

３位タイ(２名)

６０,０００円

３位タイ(２名)

６０,０００円

５位タイ(４名)

３０,０００円

５位タイ(４名)

３０,０００円

９位タイ(８名)

１２,０００円

９位タイ(８名)

１２,０００円

１７位タイ(８名)

８,０００円

１７位タイ(8 名)

８,０００円

●男子グランドシニア部門 賞金総額 ３００,０００円
優勝

１５０,０００円

●女子グランドシニア部門 賞金総額 ３００,０００円
優勝

１５０,０００円

２位タイ（２名） ３０,０００円

２位タイ（２名） ３０,０００円

４位タイ(3 名)

４位タイ(3 名)

７位タイ(12 名)

１８,０００円
３,０００円

７位タイ(12 名)

１８,０００円
３,０００円

☆パーフェクト賞(各部門優勝決定戦) １,０００,０００円
☆パーフェクト賞(予選～決勝トーナメント準決勝・準決勝) ５０,０００円

