
PBA REGIONAL TOUR in JAPAN 2022/2023 TOUR STOP 2／第 2 戦

開催要項(予定）

期日 本大会予選　2022年10月29日（土）　本大会準決勝・決勝　2022年10月30日（日）

主催 アメリカプロボウラーズ協会（PBA)・㈱ジャパンボウリングプロモーション（JBP)

日本ボウリング機構（JBO）/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（NBF）/全国実業ボウリング連盟（ABBF）

/ジャパンレディースボウリングクラブ(JLBC)/日本ボウリング商工会（BICA）

/一般社団法人 全日本視覚障碍者ボウリング協会（BBCJ）

協賛 （株）富士　（株）JBP　（株）ハイスポーツ社

承認 アメリカプロボウラーズ協会（PBA)

賞金 1,000,000円（優勝300,000円）

総額 パーフェクト賞　50,000円（JBP提供）

フジボウル （22L AM）　TEL：04-2934-5656 /FAX:04-2934-7155

〒358-0026　埼玉県入間市小谷田1262-1

120名（うちアニマルリーグ選抜代表者40名）

予選3シフト計120名　　Aシフト40名　Bシフト40名  Cシフト40名

参加費 1

2022/2023 PBA スコーピオン42・オープン

定員

12,000円（PBA国際会員・アニマルリーグ選抜代表は10,000円）

公益財団法人 全日本ボウリング協会（JBC）/公益社団法人 日本ボウリング場協会（BPAJ）

レーン材：アンビレーン　メンテマシン：KEGEL カストディアン プラス　使用オイル：プロデジー

協力

会場



大会スケジュール

大会1日目 大会2日目

10月29日（土）予選6G　2シフト 10月30日（日）予選6G　1シフト

9:30 Aシフト選手受付　40名 （検温・手指消毒） 9:30 Cシフト選手受付　40名 （検温・手指消毒）

10:00 選手集合・競技説明 10:00 選手集合・競技説明

10:05 練習ボール15分間 10:05 練習ボール15分間

10:20 予選6G（2－2打ち） 10:20 予選6G（2－2打ち）

↓ ↓ ↓ ↓

13:30 予選6G　トータルピン上位12名　翌日の準決勝進出 13:30 予選6G　トータルピン上位12名　午後の準決勝進出

（入替え：:換気・消毒・清掃） （入替え：:換気・消毒・清掃）

リオイル　Bシフトの選手は14時30分より入室可能 リオイル　

14:30 Bシフト選手受付　44名 （検温・手指消毒）

15:15 選手集合・競技説明

15:20 練習ボール15分間

15:35 予選6G（2－2打ち）

↓ ↓

18:50 予選6G　トータルピン上位12名　翌日の準決勝進出
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大会2日目

10月30日（日）準決勝1回戦3G・2回戦2G　決勝ラウンド

14:20 選手受付　36名

14:40 選手集合・競技説明　予選スコアはリセット

14:45 練習ボール10分間

14:55 準決勝1回戦3G（2－2）36名

16:30 3Gトータルピン上位18名準決勝2回戦へ（スコアは持ち越し）

16:40 準決勝 2 回戦 練習ボール 5 分間

16:45 準決勝 2 回戦 2G（1－2）18名

17:20 5G 合計 スコア上位 12名決勝トーナメント

・・・・・・・・休憩（入替え：:換気・消毒・清掃）・・・・・・・・・

17:40 決勝トーナメント選手紹介・競技説明

17:50 ★決勝 1 回戦 練習ボール 5分

17:55 決勝トーナメント 1 回戦  5位～8 位（1-1）

18:10 1 名勝ち上がり

18:15 ★決勝 2 回戦 練習ボール 

18:20 決勝トーナメント 2 回戦  （1-1）

18:35

18:40 ★決勝 トーナメント3 回戦 練習ボール BOX6 球

18:45

19:00 2名勝ち上がり

19:05 ★優勝決定戦 練習ボール BOX6 球 選手紹介

19:10 優勝決定戦 1 位 VS 3 回戦勝者

19:30 優勝者決定 表彰式 インタビュー 3

トーナメント表



PBA REGIONAL TOUR in JAPAN 2022/2023 TOUR STOP 2／第 2 戦

賞金総額　1,000,000円

優勝 300,000

2位 120,000 5位タイ 25,000 5位~8位

3位 55,000 9位タイ 21,000 9位～12位

4位 55,000 13位タイ 15,000 13位～18位

19位タイ 11,000 19位～36位

★パーフェクト賞50,000円（JBP提供）

該当者均等割り
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2022/2023 PBA スコーピオン42・オープン



【エントリー方法】 HP からエントリー下さい。

■第 1 次エントリー 2022年9月22日（木）正午～ 9月27日（火） 1 シフトのみエントリー可

但し、PBA 国際ライセンスをお持ちの方、第1次期間中は優先エントリーとさせて頂きます。

8月実施のアニマルリーグ選抜代表者も、優先エントリーとさせて頂きます。

■第 2 次エントリー 2022年9月29日（木）正午 ～10月21日（金）正午まで

最大 2 シフトエントリー可能（予選通過が心配な方は 2 シフトエントリーを）

※ 当日シフトに空きがあればエントリー参加可能です。（但し、ウェイティングの方優先）

　　★ 2 シフトエントリーで、前のシフトで予選通過した場合、2 シフト目以降は投球できません。

その場合エントリフィーは指定口座に返金致します（振込手数料は選手負担）

【参加費振込先】　ゆうちょ銀行口座お持ちの方は、ゆうちょから振り込めば振込手数料無料（毎月5件まで）

●参加費振り込み先

 ゆうちょ銀行 〇三八 支店(038)

　　　　　　　　　　　　普通 6761761 　名義 カ)ジャパンボウリングプロモーション

●振込期限 2022年10月19日（水）

参加費入金でエントリー確定です。（期限までに入金がない場合は、ウェイティング扱いです）

ウェイティング者は振込まないでください。繰上りが判り次第ご連絡致します。
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PBAオイルパターン

スコーピオン



●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　〒358-0026  埼玉県入間市小谷田1262-1　フジボウル　PBA リージョナルツアー係

TEL：04-2934-5656

●駐車場に関して

第一・第二駐車場　60台　無料駐車場

●前日練習等について

●10月28日（金） 16 時～22 時 6レーン開放 料金は、90 分：1,500 円 

●賞金について

・振り込みにてのお支払いになります。本人名義の口座情報を必ずお持ちください。（振込手数料差引）

・賞金に対して源泉徴収税(10.21％）がかかります。源泉してのお支払いになります。

・賞金獲得者は必ず源泉用紙の記入をお願いします。ない場合は、賞金獲得権利消滅します。

●PBA ルール抜粋 （詳しいルール内容は USBC ルールをご参照下さい。）

・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）ゲームの妨げになるような行為はご遠慮ください。

・バランスホールの開いたボールの使用は禁止です。それに伴い上下左右のウェイト差の基準が変更になっています。

・サムホールの開いていないボールに関しては手のひらがくる方に十字のマークの刻印が無い場合は使用禁止並びに罰則規定の対象となります。
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【重要】新型コロナウイルス感染症予防策について （参加申込の際は、下記内容に同意の上お申し込みください）

大会は参加選手所属団体の「新型コロナウイルス感染症予防策ガイドライン」に基づいて感染予防対策を実施

します。会期中は内容の遵守をお願いします。　参加にあたり、選手は大会当日、「新型コロナウイルス

感染症リスクチェッ クシート」を必ず提出し、予防策ガイドラインを遵守すること。

提出・遵守しない場合、大会の参加を認めないのでご了承ください。

●各シフト受付の際は、マスク着用・検温・手指消毒実施にご協力ください。

当日の体温 37.5 度以上の方は、参加できませんのでご了承ください。

●同伴コーチや観戦希望者の入場について （随時 JBP の HP にてご案内します。）

2022年4月末現在、下記入場条件に同意いただける方・お守りいただける方が対象となります。

❶正しいマスク着用・検温・手指消毒・「新型コロナウイルス感染症リスクチェッ クシート」及び緊急時

連絡先記入にご協力いただける方。❷当日体温が 37.5℃以上の方、または発熱が軽度(37.4℃以下)の方

でも体調に不安が見受けられる方はご入場出来ません。❸感染予防対策により選手との写真撮影やサイン・会話

は、ご遠慮下さい。❹2022年10月時点でコロナウイルスの感染状況により、入場禁止になる場合もございます。

その他

●参加者は、本大会の映像・写真・記事・記録等における個人情報（氏名・年齢・性別・記録・肖像等）、広報の

目的で使用、公開、報道機関に提供等を了解いただいたものとする。その掲載権・使用権は主催者に属する。

●納入された参加料は、送金締切日以降、一切返金いたしません。
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PBA ジャパンリージョナルナルツアー2022/2023

●PBA スコーピオンオープン

●PBA ベアオープン

●PBA ドラゴンオープン

●PBA チーターオープン

●PBA ウルフオープン

●PBA カメレオンオープン

●PBA ヴァイパーオープン

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。

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。

2022年4月1日現在
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リージョナルツアー表彰規定


