PBA REGIONAL TOUR in JAPAN 2016/2017
PBA リージョナル・ツアー・イン・ジャパン 2016/2017
TOUR STOP 2 / 2016 年ツアー 第 2 戦 男女共同開催

PBA ジャパンインビテーショナル本大会予選第 2 戦
（DHC カップ PBA ダブルス・オープン）
（PBA クイーンズ・チーター / PBA マスターズ・チーター）
大会要項
【主

催】

アメリカプロボウラーズ協会(PBA)／アメリカ女子プロボウラーズ協会（PWBA）

【主

管】

株式会社ジャパンボウリングプロモーション（JBP）

【特別協賛】

株式会社 DHC

【協

賛】

Ebonite International（エボナイト・インターナショナル社）

【協

力】

公益財団法人全日本ボウリング協会（JBC）／日本ボウラーズ連盟（NBF）／
全国実業団ボウリング連盟（ABBF）／ 株式会社グランドボウル

【開 催 日】

2016 年 10 月 29 日（土）～2016 年 10 月 30 日（日） 2 日間開催

【会

名古屋グランドボウル

場】

〒459-8001 愛知県名古屋市 緑区大高町忠治山１２−１
TEL：052-623-1101
【参加資格】

100 チーム（200 名） スポンサー推薦チーム 2 チーム含む （申し込み順）
8 月 30 日（火）12：00 よりエントリー可能
但し、チーム数が定員に達した場合は、クイーンズ大会の関係で参加チームの中から女子選手チーム及
び、ミックスダブルスチームが合計 25 チームに達するまで優先的に出場できるものとする。

【本大会出場規定】DHC カップ PBA ジャパンインビテーショナル本大会予選規定に準ずる（別紙１参照）
ダブルス戦成績はインビテーショナル出場権利対象にはなりません。
【賞金総額】 合計賞金 6,000,000 円

【参加費】

ミックスダブルス総額：4,500,000 円 （優勝チーム 1,000,000 円）
クイーンズ総額：750,000 円 （優勝マスターズ個人 250,000 円）
マスターズ総額：750,000 円 （優勝クイーンズ個人 250,000 円）
（賞金の受け渡しはリージョナルツアー表彰規定に則り行う。別紙 2 参照）
一般参加：15,000 円 / 人
アマチュア団体加盟（JBC、NBF、ABBF）
：12,000 円 / 人
PBA 会員・PBA ジャパンクラブ会員：10,000 円 / 人

＊参加費は個人で異なりますが、申し込みは必ずチーム単位（2 名単位）でお願いいたします。
投球チーム数が 60 チームに満たない場合は、予選通過チームを 24 チームまでとし、敗者復活戦
は行いません。又、賞金獲得ラインも上位 24 チームまでとします。
【オイルパターン】 PBA チーターパターン

【大会スケジュール】 大会期間 2 日
10 月 29 日(土)

ダブルス予選：8G 上位 36 チーム（72 名）を準決勝へ

＊個人戦 8G トータルピン上位 16 名をマスターズへ（男女含む）
＊個人戦 8G トータルピン女子上位 16 名をクイーンズへ（女子のみ）
マスターズ戦 4G：通算 12G トータルピン上位 3 名をマスターズ決勝へ
クイーンズ戦 4G：通算 12G トータルピン上位 3 名をクイーンズ決勝へ
10 月 30 日(日)

ダブルス戦
ダブルス準決勝：スカッチダブルス 5G
＊通算 21G トータルピン上位 16 チーム（32 名）をステップラダーへ
＊通算 21G トータルピン 17 位～24 位（16 名）のチームを敗者復活戦へ
敗者復活戦：17 位～24 位 対戦 １G マッチ
ステップラダー1 回戦：敗者復活戦勝ち上がり VS 5 位～16 位 1G マッチ
ステップラダー2 回戦：1 位～4 位・1 回戦勝者 三つ巴対戦 1G マッチ
決勝トーナメント 1 回戦：ステップラダー2 回戦勝ち上がりチーム １G マッチ
決勝トーナメント 2 回戦：1 回戦勝者 対戦 １G マッチ
優勝決定戦：2 回戦勝者 対戦 １G マッチ

マスターズ戦
マスターズシュートアウト 1 回戦：3 位通過 VS 2 位通過 １G マッチ
マスターズ優勝決定戦：1 回戦勝者 VS 1 位通過 １G マッチ
クイーンズ戦
クイーンズシュートアウト 1 回戦：3 位通過 VS 2 位通過 １G マッチ
クイーンズ優勝決定戦：1 回戦勝者 VS 1 位通過 １G マッチ
＊開催順番等、詳細スケジュールはタイムスケジュールをご参照ください。

PBA ジャパンインビテーショナル本大会予選第 2 戦
（DHC カップ PBA ダブルス・オープン）
（PBA クイーンズ・チーター / PBA マスターズ・チーター）

大会競技フォーマット詳細
ダブルス
 ダブルス予選
予選は各チーム 8 ゲーム投球いたします。各自 8 ゲーム×2 名のトータル 16 ゲームです。
個人の 8 ゲーム＋8 ゲームの計 16 ゲームのトータルピンにて予選投球チームの約 1/3 上位 36 チーム（計
72 名をミックスダブルス準決勝へ選出いたします。
（順位で同スコアが発生した場合は個人 8 ゲーム同士

のローハイの差の少ないチームを上位といたします。それでも同スコアの場合は、16 ゲームの中での個人
ハイゲームの高いチーム（スクラッチ）を上位といたします。）
注意：次点（37 位）のチームは 2 日目に欠員が出た場合のみ参加することを認めますが、待機は任意です。
次々点（38 位）以下のチームは欠員が出た場合でも投球できません。尚、2 日目を投球しないチームの賞
金は無効とさせていただきます。
予選通過チーム選手計 36 チーム（72 名）2 日目に行われる


ミックスダブルス準決勝へ

進出

ダブルス準決勝 スカッチダブルス 5G
 36 チーム スカッチダブルス 5G を 投球いたします。
 予選 16G のピンは持ち越します。
（個人 8G＋個人 8G）
 5G を投球し通算 21G トータルピン上位 24 チームを次回戦へ下記の通り選出いたします。
＊1 位～4 位（ステップラダー1 回戦シード）
、5 位～16 位（ステップラダー1 回戦へ）
＊17 位～24 位（敗者復活戦へ進出）

（順位で同スコアが発生した場合は準決勝 5 ゲームのローハイの差の少ないチームを上位といた
します。それでも同スコアの場合は、5 ゲームの中でのチームハイゲームの高いチームを上位と
いたします。）
（敗者復活戦以降同スコアが発生した場合はワンショットにて勝ち上りを決定いたします。）


敗者復活戦 １G マッチ戦 （チーム代表者シングルス戦）
 敗者復活戦は 17 位～24 位のチームにて代表者シングルス戦を行う 1G マッチプレー
 予選＋準決勝のトータルピンは持ち越さず、1G のマッチにて勝敗を決す。
 各対戦にて勝利したチームをステップラダートーナメントへ選出。



ステップラダー 1G マッチ戦 （スカッチダブルス）
 1 回戦：敗者復活チーム 8 チーム＋5 位～16 位のチームの 1 回戦 1G マッチプレー
 予選＋準決勝＋敗者復活戦のトータルピンは持ち越さず 1G のマッチにて勝敗を決す。
 各対戦にて勝利したチームが 2 回戦へ選出、2 回戦へもピンは持ち越しません。
 2 回戦：1 回戦勝者＋1 位～4 位通過チームの三つ巴 1G マッチプレー
 各対戦にてスコア上位 2 チームが決勝トーナメントへ選出



決勝トーナメント 1G マッチ戦 （スカッチダブルス）
 1 回戦：勝ち残った上位 8 チームにて決勝トーナメント 1G マッチプレー
 トータルピンは持ち越さず、1G マッチにて勝敗を決す。
 各対戦にて勝利したチームが 2 回戦へ選出、ピンは持ち越しません。


2 回戦：1 回戦勝者 1G マッチプレー
 トータルピンは持ち越さず、1G マッチにて勝敗を決す。
 各対戦にて勝利したチームが優勝決定戦へ選出、ピンは持ち越しません。



優勝決定戦：2 回戦勝者 1G マッチプレー
 トータルピンは持ち越さず、1G マッチにて優勝者を決す。

クイーンズ・チーターオープン


（女子選手のみ該当）

クイーンズ・チーターオープン予選

クイーンズ・チーターオープンの個別予選はありません。『ミックスダブルス予選』にて投球した個人の
8G トータルピンがクイーンズ・チーターオープンの予選スコアとして採用されます。
個人 8G トータルピン上位 16 名の女子選手をクイーンズ戦へ選出いたします。

8 ゲームトータルピンで同スコアが発生した場合は 8G のゲームローハイの差の少ない選手を上位といた
します。それでも同スコアの場合は、8 ゲームの中でのハイゲームの高い選手を上位といたします。
注意：次点（17 位）の選手は欠員が出た場合のみ参加することを認めますが、待機は任意です。次々点（18
位）以下のチームは欠員が出た場合でも投球できません。又、クイーンズ戦を投球しない選手の賞金は無
効とさせていただきます。
上位 16 名の選手が


クイーンズ戦へ 進出

クイーンズ戦
 16 名にて 4G を投球します。
 予選 8G（個人戦のスコア）のピンは持ち越します。
 4G を投球し通算 12G トータルピン上位 3 名の選手をクイーンズ決勝ステップラダーへ選出
いたします。

注意：次点（4 位）はありません。又、2 日目に行われるクイーンズ決勝ステップラダーを投球しない選手
の賞金は無効とさせていただきます。
上位 3 名の選手が クイーンズ決勝ステップラダーへ



クイーンズ決勝ステップラダー
12 トータルピン上位 3 名


シュートアウト 1 回戦：3 位通過 VS 2 位通過 １G マッチ 勝者が優勝決定戦へ



優勝決定戦：

マスターズ・チーターオープン


進出

1 回戦勝者 VS 1 位通過 １G マッチ

（全選手該当）

マスターズ・チーターオープン予選

クイーンズ・チーターオープン同様に個別予選はありません。
『ミックスダブルス予選』にて投球した個人
の 8G トータルピンがマスターズ・チーターオープンの予選スコアとして採用されます。
個人 8G トータルピン上位 16 名の選手をマスターズ戦へ選出いたします。

8 ゲームトータルピンで同スコアが発生した場合は 8G のゲームローハイの差の少ない選手を上位といた
します。それでも同スコアの場合は、8 ゲームの中でのハイゲームの高い選手を上位といたします。
注意：試合形式等はクイーンズと同じため、ルール等は『クイーンズ・チーターオープン』をご参照くだ
さい。

PBA ジャパンインビテーショナル本大会予選第 2 戦
（DHC カップ PBA ダブルス・オープン）
（PBA クイーンズ・チーター / PBA マスターズ・チーター）

Prize Total Fund

賞金総額

￥６,０００,０００-

（クイーンズ・マスターズ 各￥750,000/ダブルスオープン ￥4,500,000）

クイーンズ・マスターズ
優勝
￥
２５０,０００
２位
￥
１００,０００
３位
￥
７０,０００
４位
￥
５０,０００
５位
￥
４０,０００
６位
￥
３５,０００
７位
￥
３０,０００
８位
￥
２６,０００
９位
￥
２３,０００
１０位
￥
２１,０００
１１位
￥
２０,０００
１２位
￥
１９,０００
１３位
￥
１８,０００
１４位
￥
１７,０００
１５位
￥
１６,０００
１６位
￥
１５,０００
賞金獲得人数クイーンズ『16 名』
賞金獲得人数マスターズ『16 名』

女子参加選手はダブルスオープン、及び、
クイーンズ、マスターズと最高 3 回までの該当
賞金を順位に基づき受けとる事が出来ます。
男子参加選手はダブルスオープン、及び、
マスターズと最高 2 回までの該当賞金を順位に
基づき受け取る事が出来ます。

ダブルスオープン
優勝
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
１０位
１１位
１２位
１３位～
１６位
１７位～
２４位
２５位
２６位
２７位
２８位
２９位
３０位
３１位
３２位
３３位
３４位
３５位
３６位

￥ １,０００,０００
￥
５００,０００
￥
２５０,０００
￥
２５０,０００
￥
１５０,０００
￥
１５０,０００
￥
１５０,０００
￥
１５０,０００
￥
１２０,０００
￥
１２０,０００
￥
１２０,０００
￥
１２０,０００
￥
１００,０００
￥
￥
６５,０００
￥
￥
５５,０００
￥
５３,０００
￥
５０,０００
￥
４６,０００
￥
４４,０００
￥
４２,０００
￥
４０,０００
￥
３８,０００
￥
３６,０００
￥
３４,０００
￥
３２,０００
￥
３０,０００

賞金獲得チーム数『36 チーム』
パーフェクト賞：

￥ ２００，０００ （男女合わせての人数均等割り） 協賛：エボナイト社

エボナイト賞： 協賛：エボナイト社
（賞金の受け渡しはリージョナルツアー表彰規定に則り行う。別紙 2 参照）

◎タイムスケジュール
大会 1 日目

10 月 29 日(土)

名古屋グランドボウル

＊クイーンズ戦/マスターズ戦の予選はミックスダブルス予選と兼用です。各選手は順位に応じて複数の大会を投球する場合があります。

０８：００

ダブルス予選 参加選手集合 100 チーム（200 名）

０９：００
０９：１０
０９：２５
｜
１２：００

協議説明
ダブルス前半練習ボウル 15 分間
予選８G 前半 4G （２－２）

１２：５０

休憩 （レーンメンテナンスは行いません）

１３：００
１３：１０
｜
１５：４５

ダブルス後半練習ボウル 10 分間
予選８G 後半 4G （２－２）

１６：３０
１６：４０
１６：５０
１７：００
１８：２０

クイーンズ戦 進出選手集合 （16 名）
クイーンズ戦 協議説明
練習ボウル 10 分間
クイーンズ戦 ４G （１－１）
通算１２G トータルピン上位 3 名をクイーンズ決勝シュートアウトへ選出

１８：３０
１８：４０
１８：５０
１９：００
２０：２０

マスターズ戦 選出選手集合 （16 名）
マスターズ戦 協議説明
練習ボウル 10 分間
マスターズ戦 ４G （１－１）
通算１２G トータルピン上位 3 名をマスターズ戦決勝シュートアウトへ選出

２０：３０

1 日目日程終了

16G チームトータルピン上位 36 チームを翌日行われるダブルス準決勝へ
（さらに個人総合順位上位 16 名 ＋ 女子総合順位上位 16 名を それぞれマスターズ
戦、クイーンズ戦へ選出いたします。）

大会 2 日目 10 月 30 日（日） 名古屋グランドボウル
８：３０
９：００
９：１０
９：２５
｜
１１：００

１１：３０
１１：４０
１１：４５
｜
１２：１０

ダブルス準決勝進出チーム集合 36 チーム （72 名）
ダブルス準決勝 協議説明
ダブルス準決勝 練習ボウル 15 分間
ダブルス準決勝 スカッチ５G （２－２） 36L 使用
通算２１G トータルピン 上位 24 チームトータルピン上位 24 チームを次回戦へ次の通り
選出いたします。1 位～4 位（1 回戦シード）、5 位～16（ステップラダー1 回戦へ）、
17 位～24 位（敗者復活戦へ）
敗者復活戦
練習ボウル
敗者復活戦

17 位～24 位通過チーム集合・代表者決定・協議説明
5 分間
チーム代表者 1G マッチ

１２：４０
１２：４５
１２：５５
１３：２０
１３：２２
１３：４５

クイーンズ決勝シュートアウト 選手集合・協議説明
練習ボウル 7 分間 （3 名の選手）
クイーンズ決勝シュートアウト 1 回戦
練習ボウル 4 球
クイーンズ決勝シュートアウト 優勝決定戦
表彰式

１３：５５
１４：００
１４：１０
１４：３５
１４：３７
１５：００

マスターズ決勝シュートアウト 選手集合・協議説明
練習ボウル 7 分間 （3 名の選手）
マスターズ決勝シュートアウト 1 回戦
練習ボウル 4 球
マスターズ決勝シュートアウト 2 回戦
表彰式

１５：２０
１５：２０
１５：３０
１５：４０
１６：０５

シュートアウト 1 回戦
スカッチダブルスシュートアウト１回戦 16 チーム集合・協議説明
練習ボウル ７分間
シュートアウト１回戦

１６：２０
１６：２０
１６：２５
１６：３５
１７：００

シュートアウト 2 回戦
スカッチダブルスシュートアウト 2 回戦 シードチーム集合・協議説明
練習ボウル 7 分間
シュートアウト 4 回戦

１７：０５
１７：２０
１７：２０
１７：２５
１７：５０

選手ミーティング＋写真撮影
決勝トーナメント 1 回戦
練習ボウル 5 分間
決勝トーナメント 1 回戦

１８：００
１８：００
１８：０５
１８：３０

決勝トーナメント 2 回戦
練習ボウル 5 分間
決勝トーナメント 2 回戦

１８：４０
１８：４０
１８：４５
１９：１０

優勝決定戦
練習ボウル
優勝決定戦

5 分間

＊2 日目の競技日程に関しましては、各対戦終了後に、次回戦のスタート時間をアナウンスいたします。
タイムスケジュールが前倒しになる場合がございます。参加選手の皆様は時間に余裕をもって会場内待機
をお願いいたします。

注意事項


ボール持ち込み、宅急便など
会場内持ち込み制限はボール 6 個までとさせていただきます。
会場への宅急便などをご利用する場合は必ず前日着指定日配達にてご手配くださいます
ようお願いいたします。前日以前に到着したボールには保管料がかかります。
宛先：
〒459-8001 愛知県名古屋市 緑区大高町忠治山１２−１
名古屋グランドボウル PBA チーターオープン係
大会終了後の宅急便について：
予選終了後（1 日目）及び本選終了後（2 日目）にご利用いただけます。
＊着払いのみのご利用となりますので予めご了承ください。



駐車場に関して
名古屋グランドボウルの駐車場を大会 1 日目、2 日目に無料でご利用いただけます。
グランドボウル平面駐車場 1F 又は 名古屋グランドボウル地下駐車場 B1F をご利用
ください。B2F はご利用できません。
お手数ではございますが満車等の場合の対策は致しかねますので、周辺の駐車場ご利用の
際は、選手の方でご手配いただくようお願いいたします。



シフト抽選、レーン抽選について
1 シフトの為、シフト抽選は行いません。
PBA リージョナルツアーのレーン抽選はランダムでコンピューターにて自動抽選いたし
ます。
上記情報は各大会ホームページでご確認いただけます。



前日練習等について
10 月 28 日（金）13 時～17 時 2 階フロア/3 階フロア にてご利用いただけます。
1 名様 1 時間 \1,500 となります。前日練習のお問い合わせにつきましてはセンター
へ直接ご連絡ください。【名古屋グランドボウル（TEL：052-623-1101）】



その他
その他大会に関するご不明な点につきましては（株）ジャパンボウリングプロモーション
までお問い合わせください。電話応対：午前 10 時～午後 5 時（月）～（金）TEL:04-2934-4142、
又はメール：regional@japanbowlingpromotion.com

別紙 1

DHC カップ PBA ジャパンインビテーショナル 2017
本大会予選規定
PBA ジャパンインビテーショナル 2017 本大会予選第 1 戦～第 5 戦、及び本大会女子予選第 1 戦～第 3 戦
に参加した選手全員に DHC カップ PBA ジャパンインビテーショナル本大会本選、及び RR 決勝への出場
権利が発生いたします。出場権利に関しましては下記の通りです。

PBA ジャパンインビテーショナル 2017

本大会予選 第 1 戦～第 5 戦

本大会 RR 決勝出場権利
各本大会予選の最終決定順位に応じてポイントが割り当てられます。第 5 戦の全戦が終了した時点でのポ
イントランキング上位 3 名に PBA ジャパンインビテーショナル本大会 RR 決勝への出場権利を与えるもの
とする。権利辞退者が発生した場合でも繰り下げは行いません。
ポイント配分につきましては、大会ポイント配分表にて配分します。

本大会本選出場権利
各本選予選大会第 1 戦～第 5 戦までの大会で最終確定順位 1 位～2 位の選手で本大会 RR 決勝出場権利を
獲得できなかった場合のみ本大会本選への出場権利を与えるものとする。権利辞退者が発生した場合でも
繰り下げは行いません。

PBA ジャパンインビテーショナル 2017

本大会女子予選 第 1 戦～第 3 戦

本大会 RR 決勝出場権利
各本大会予選の最終決定順位に応じてポイントが割り当てられます。第 3 戦の全戦が終了した時点でのポ
イントランキング上位 1 名に PBA ジャパンインビテーショナル本大会 RR 決勝への出場権利を与えるもの
とする。権利辞退者が発生した場合でも繰り下げは行いません。
ポイント配分につきましては、大会ポイント配分表にて配分します。

本大会本選出場権利
各本選予選大会第 1 戦～第 3 戦までの大会で最終確定順位 1 位～2 位の選手で本大会 RR 決勝出場権利を
獲得できなかった場合のみ本大会本選への出場権利を与えるものとする。権利辞退者が発生した場合でも
繰り下げは行いません。

以上

別紙 2

リージョナルツアー表彰規定
DHC カップ PBA ジャパンインビテーショナル 2017 の本大会、本大会予選第 1 戦～第 5 戦、本大会女子
予選第 1 戦～第 3 戦、及びミニリージョナルツアーでは賞金、及び商品の表彰が順位により配当されます。
所属団体等により表彰内容が異なる場合がございます、PBA ジャパンの各大会は下記の方法にて表彰を行
います、選手の皆様にてご確認いただきますようお願い申し上げます。

DHC カップ PBA ジャパンインビテーショナル 2017
PBA 会員：
JBC 会員：
NBF 会員：
ABBF 会員：
その他：

DHC カップ PBA ジャパンインビテーショナル 2017
全選手：

本大会本選・準決勝・RR 進出決定戦

順位に応じ商品を贈呈

DHC カップ PBA ジャパンインビテーショナル 2017
全選手：

本大会 RR 決勝

賞金として支給 （税引き後の金額）
JBC 規定に則り配賦いたします。
JBC アマチュア規定に則り、JBC より配賦いたします。
JBC アマチュア規定に則り、JBC より配賦いたします。
JBC アマチュア規定に則り、JBC より配賦いたします。

選抜大会

表彰はありません

PBA ジャパンインビテーショナル 2017 本大会予選第 1 戦～第 5 戦、女子第 1 戦～第 3 戦
（チーターダブルス、チーターマスターズ、チータークイーンズ、ウルフオープン、スコー
ピオンオープン、ウィメンズスコーピオンオープン など）
PBA 会員：
JBC 会員：
NBF 会員：
ABBF 会員：
その他：

賞金として支給 （税引き後の金額）
JBC 規定に則り配賦いたします。
JBC アマチュア規定に則り、JBC より配賦いたします。
JBC アマチュア規定に則り、JBC より配賦いたします。
JBC アマチュア規定に則り、JBC より配賦いたします。

ミニリージョナルツアー
全選手：

全 30 戦

順位に応じ商品を贈呈（各大会商品相当額 100,000 円未満）
インビテーショナル出場優待として、交通費、宿泊費は一部または全額負担いたします。

以上

