PBA REGIONAL TOUR in JAPAN 2018/2019
TOUR STOP 11／第 11 戦

アイキョーホームカップ
PBA クリスポール・オープン
大会要項（予定）

11 月 4 日現在

【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 アイキョーホーム

【協

賛】

株式会社 MAC・株式会社 アイキョーハウス
株式会社ディーエイチシー 株式会社ハイスポーツ社

【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）／公益社団法人日本プロボウリング協会（JPBA）

【後

援】

公益社団法人日本ボウリング場協会（BPAJ）

【会

場】

アイキョーボウル印西店
〒270-1331 千葉県印西市牧の原 1-3 牧の原モア内 TEL：0476-40-7788

【日時・賞金】 ◆3 月 2 日（土）予選 ◆3 月 3 日（日）本選
賞金総額 1,500,000 円（優勝 500,000 円）＊男女に関わらず参加できます。
【オイルパターン】 PBA クリスポールパターン 2018/2019
【参加費】

●ボウラーズ団体会員
（JPBA：12,000 円／人、JBC・NBF・ABBF：11,000 円 ／人）
●PBA 会員：10,000 円 ／人
一般参加：12,000 円 ／人
参加費の振り込み期限：2 月 13 日（水）まで

【定

員】

オープン

132 名（内 主催者推薦招待 12 名）

１月 15 日（火）正午より弊社 HP にてエントリー開始
エントリー状況は JBP の HP にて随時アップします。
【ウィメンズ特別ポイント】
女子選手のみの全体順位で 1 位～10 位までに、ウイメンズポイントランキングのポイントがつきます。

PBAJAPAN インビテーショナル 2019 の出場かけた最後の戦い！！

■3 月 2 日（土）予選

タイムスケジュール
定員 132 名 （うち 12 名 主催者推薦） A・B 2 シフト行います。
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予選 A シフト選手受付開始（66 名）
A シフト選手集合・競技説明
A シフト練習ボール 15 分間
A シフト予選 6G（3-3）
上位 22 名準決勝 1 回戦へ

・・・・・・・中間メンテナンス
１４：２０
１４：５０
１５：００
１５：１５
｜
２０：４５

予選 B シフト選手受付開始（66 名）
B シフト選手集合・競技説明
B シフト練習ボール 15 分間
B シフト予選 6G（3-3）
上位 22 名 翌日準決勝 1 回戦へ

■3 月３日（日）本選
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タイムスケジュール

準決勝進出選手（44 名）集合・受付
競技説明
練習ボール 15 分間
準決勝 1 回戦 2G マッチ（2-2）計 44 名
予選 6G スコア持ち越し＋2G
上位 16 名が準決勝 2 回戦へ
準決勝 2 回戦 練習ボール 5 分間 勝ち上がり 16 名
1G ポジションマッチ（1-1） 8G スコア持ち越し＋1G 計 9G
9G 合計 上位 8 名が決勝シュートアウト

・・・・・・・中間メンテナンス（２０分）
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決勝シュートアウト（上位 8 名 1G マッチ）
決勝 1 回戦 5 位～8 位 1G マッチ 勝者 2 回戦へ
決勝 2 回戦 3 位、4 位、1 回戦勝者 1G マッチ 勝者 3 回戦へ
決勝 3 回戦 2 位 VS 2 回戦勝者
優勝決定戦 IG マッチ
表彰式 インタビュー・記念撮影

プロもアマも同等賞金
アマチュアボウラーもプロボウラーと同じ賞金がもらえます。

注意事項
エントリー者の参加費は 2 月 13 日（水）までにお振込みください。
2 月 13 日付けで入金が確認できない場合は、エントリー資格が消滅致しますのでご注意ください。
（特にウエイテイングある場合）
ウエイテイング選手が繰り上がりになり、入金確認出来た選手からエントリー確定者となります。
また、大会当日空きがある場合、当日エントリー可能です。

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。

（宛先）
〒270-1331 千葉県印西市牧の原 1-3 牧の原モア内 TEL：0476-40-7788
アイキョーボウル印西店 PBA リージョナルツアー ベアオープン係
駐車場に関して
SC 牧の原モア内の駐車場（無料）をご利用いただけます。

シフト抽選、レーン抽選、試合進行、
●PBA リージョナルツアーのシフト抽選はエントリー締め切り後、又はエントリーが定員に達し
た時点で行います。シフト抽選はコンピューターにて自動抽選を行います。
●PBA リージョナルツアーのレーン抽選はシフト抽選時にランダムでコンピューターにて自動抽
選いたします。

PBA ルール抜粋
●ボールの表面加工は、練習ボール中は可能ですが、ゲーム間の移動等、競技中は禁止です。
失格の対象にもなりますのでご注意ください。
●コーチングは随時可能ですが、ボウラーズベンチへの立ち入りは禁止です（練習中は除く）
また、ゲームの妨げになるような行為はご遠慮ください。
試合の基本は PBA ルールに従って進行致します（詳細は弊社 HP 参照）

前日練習等について（予定）
１日：金曜日

9 時～23 時 8 レーン

２日：土曜日

予選終了～23 時 8 レーン

料金 90 分 1,500 円

レーン状況により、当日多少変更になる場合があります。

別紙 1
2018 年 1 月 1 日現在

リージョナルツアー表彰規定
PBA リージョナルは、プロでもアマでも同等の賞金が獲得できます！
PBA ジャパンリージョナルツアー2018/2019



DHC カップ PBA カメレオンオープン
DHC カップ PBA ウィメンズカメレオンオープン











DHC カップ PBA チーターミックスダブルス
DHC カップ PBA チータークィーンズ
DHC カップ PBA チーターマスターズ
PBA シャークオープン Presented by Ebonite International
PHOENIX RAYS PBA ベアオープン
DHC カップ PBA スコーピオンオープン
DHC カップ PBA ウィメンズスコーピオンオープン
DHC カップ PBA ジャパンインビテーショナル 2019
アイキョーハウスカップ PBA ウルフオープン
上記大会におきまして所属団体等により表彰内容が異なる場合がございます。
選手の皆様でご確認いただきますようお願い申し上げます。

PBA ジャパンリージョナルの各大会は、下記の方法にて表彰を行います






PBA 会員： 賞金として支給 （税引き後の金額）
JPBA 会員： 賞金として支給 （税引き後の金額）
JBC 会員： JBC の規定に則り協会又は個人へ配賦いたします。
NBF 会員： NBF の規定に則り協会又は個人へ配賦いたします。
ABBF 会員：ABBF の規定に則り協会又は個人へ配賦いたします。



一般：公益財団法人全日本ボウリング協会へ入会し、JBC 会員としての扱いとなります。

その他）
賞金の受け渡しは、選手名義口座への振り込みなります。
当日は必ず口座情報をお持ちください。

以上

