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第１章 – はじめに 

1.1 全般 PBAのプロボウラーであると言う事はプロスポーツマンとしての自覚を持ち公共の場またPBAへは、それら

しい態度を示すこと。全てのボウリングイベント（PBAイベントへの参加、観戦及びその他のPBAに関していないボウ

リングイベント）においてメンバーは礼儀正しさを常に求められ、最新の注意を払うこと。 

1.2 ファンとの関係 PBAへ観戦しに来るファンの皆様はゲームよりも優れた選手を見に来ます、他のスポーツとは少

し違うのです。PBAのメンバーとしてファンの疑問に答え、サインを行い、ファンとのコミュニケーションを行うこと

によりトーナメントへ来てくれるファンの方に自分とPBAをアピールできるチャンスです。 

特に若い世代にはこのような体験が強く残ります、PBAのメンバーとして特に若い世代に自分とPBAの良さを充分にア

ピールすることも出来ます。 

1.3 PBAプロ-アマイベント たくさんのアマチュア選手にとってプローアマイベントはトーナメントイベントの中で一

番楽しみにしている部分でもあります。ファンの皆様にプローアマイベントの後にプロと投げられて良かったという貴

重な経験と印象を持たせなければ意味がありません。PBAメンバーは下記のことをすることによりさらに楽しませるこ

とができると思います： 

1.3.1 ハンドシェイク ハンドシェイクをし、自己紹介をすることにより自分を売り込み、アマチュアの皆さんにエー

ルを送ってください。その時はそこまでの話題ではなくても後にはあなたの一生のファンをつけることにつながります。 

1.3.2 ボウリング ヒント ボウリングの際にボウリングのヒント、アドバイスをしてあげてください、時には少々専門

的になってもOKですが専門用語などの説明をしっかり行うよう心がけてください。 

1.3.3 トリックショット トリックショットはプロ（自分、及び他のプロ）のスコアが順位に反省されない時のみ行う

ことが許されています。 

1.3.4 アマチュアへの感謝 ゲーム終了後一緒に投げる機会が出来たことに関して感謝をしてください。その他にもセ

ンター及び会場周辺の住民に感謝することにより次回のPBAイベントへさらにファンを増やすことにつながるのでぜひ

行ってください。 

1.4 メディア PBAメンバーはメディアからPBAトーナメント中及びトーナメント前にコメントを聴かれる場合があり

ます。他のスポーツと同等、メディアの一番知りたいことを答えるのはもちろん、一般的にはトーナメントの感想、勝

利、敗退の理由、自分自身、相手のパーソナリティー、自分の個性面などがあります 

1.4.1 公共へのペルソナ メディアのインタビューはPBAメンバーとして次の点に注意してください。丁寧に自分自身

の言葉でボウリングの事を詳しく説明してください。 

1.4.2 PBA PR部への告知 全てのインタビューはPBA PR部門にて設定及びスケジュール調整がされます。メディアは

全てのインタビュー等に関してPBA PR部に連絡しなくてはいけません、もしメディアから直接インタビューを要請さ

れた場合はPBA PR部に連絡を入れてください。インタビューはボウリング場のラウンジ、バーなどでは絶対行わない

でください。 



第２章 – メンバーシップ 

2.1 メンバーシップの種類 

2.1.1 スタンダード・メンバーシップ スタンダード・メンバーは試合参加権以外、全ての特典があります。ただしホ

ームページ上（www.pba.com）のプロショップ記載及びプロショップロゴ制度を除く。 

試合参加権はUSBCマスターズの他に下記の参加権が与えられます： 

a. １年間に３回までのリージョナルツアートーナメント 

b. １年間に３回までのPBAツアー予選会 

c.  PBAワールドチャンピョンシップ 

d.  U.S.オープン 

e.  シニアU.S.オープン（シニアメンバーのみ）. 

f.  PBAシニアワールドチャンピョンシップ(シニアメンバーのみ) 

g.  その他のPBAが主催するPBAツアーのオープンイベント 

2.1.2 フル・メンバーシップ フル・メンバーは試合参加権以外の全ての特典を得ることが出来ます。 

試合参加権はUSBCマスターズを含む全ての試合に出ることが出来ます（ただし参加資格は必要です） 

2.1.3 ユース・メンバーシップ 18歳以下のボウラーはPBAのユース会員になることが可能です。ユース会員はPBAシー

ズン中の様々なイベントに参加することが出来、さらにはPBA登録会社の商品を特別価格でお求められます 

2.2 Changing Membership Classification. Members may change their membership 

status to select a level of financial commitment based on the amount of time 

they expect to devote to competition. To change membership status, contact the PBA 

office. 

Professional Bowlers Association, LLC 

Membership Services Department 

ATTN: Membership Status 

719 Second Avenue, Suite 701 

Seattle, WA 98104 

Telephone: (206) 332-9688, FAX Number: (206) 332-9722 

Email at: membership@pba.com 

2.2.1 Changing Status from Full Membership to Standard Membership. Full 

Members may become Standard Members, provided they have not competed in more 

than three (3) PBA Regional Tour tournaments, three (3) PBA Tour Qualifying Rounds, 

or one (1) PBA Tour tournament within the calendar year. 

2.2.2 Changing Status from Standard Membership to Full Membership. 

Members who wish to become Full Members may do so at no charge by notifying the PBA office 



2.2.3 Membership Account Balances. If an administrative fee or a dues balance 

is owed, members will be asked to provide name, PBA number, and a method of payment. 

Members paying on a monthly basis will be billed at the associated rate for the 

new membership status beginning the month following the requested change. 

2.2.4 Membership Resignation. Any member who wishes to resign his or her 

membership from the PBA must notify Membership Services in writing. In addition, if 

dues are taken out on the 6th of each month by credit card, the member must submit 

notification at least thirty (30) days prior to that date to insure that the credit card will 

not be assessed additional payments. 

2.3 メンバーシップ取得条件（アベレージ） PBAの正規メンバー登録には次の項目のうちどれか1つをクリアする必要

があります、これらの条件は男女ともに同じものとなります。 

2.3.1 アベレージ 200 USBC公認リーグ、またはトーナメントにおいて過去12ヶ月間の間最低36ゲームを投球しアベ

レージが200以上の者。 

2.3.2 アベレージ 190  USBC公認スポーツボーリングリーグにおいて過去12ヶ月間の間最低36ゲームを投球しアベ

レージ190以上の者 

2.3.3 PBAトーナメントにて賞金取得 アベレージに満たない者でも過去2年間の間にPBAトーナメントにて賞金を獲

得している者。 

2.4 メンバーシップの条件 

2.4.1 USBC（United States Bowling Congress） PBAはUSBCを管理組織としての認識をしています。この為全ての

PBAメンバーは何らかの理由にてUSBCの制度に違反し解決していない問題を抱えている者は参加できません。 

2.4.2 アベレージの証明  次のうち1つの方法にてアベレージを証明する必要があります。 

a. PBAメンバーシップ申込書にリーグセクレタリー（または責任者）又は協会のディレクターにサインと日付の記入を

してもらう方法。 

b. 参加リーグのリーグ詳細にて名前、日付、アベレージ、ゲーム数が正確に記載されている物。 

c. アベレージブック（協会証明書）のコピーで名前、日付、アベレージ、ゲーム数が正確に記載されている物。 

2.4.3 身分証明 申込者は下記の書類のうち1点の提出が求められます： 

a. 出産証明書のコピー 

b. 運転免許証のコピー 

c. 住民証明の出来るIDカードのコピー 

d. パスポートのコピー. 

2.4.4 アメリカ国外メンバー アメリカ在住者以外でもPBAへメンバーシップ登録を行うことが出来ますが下記の項目

をクリアする必要があります： 

a. 申込みを行う国のボウリング団体の公式文章でアベレージ200以上である証明書。 

b. 2.4.3に記載のある、又はそれと同等な身分証明書のコピーを1点提出すること。また在住も確認できるものが必要と

なる場合があります。 



2.4.5 メンバーシップの同意書 全ての申込者において18歳以下の申込者に関しては親、又は親族関係の同意書が別途必

要になります。この他にPBA賞金放棄書類を提出しなければなりません。（この書類はbowl.comよりダウンロードが可

能です） 

 

第3章 – メンバーシップの利点 

3.1 Guidelines for Discounted Practice. In select centers across the country, 

PBA members may practice for $1 per game upon presentation of a current PBA 

membership card. 

3.1.1 Participating Centers. For a complete list of participating centers, please 

visit www.pba.com and click on "PBA Centers." Cards must be presented prior to 

bowling. Lanes are subject to availability. Discounted practice is subject to the following 

restrictions: 

3.1.2 Restrictions. 

a. This benefit is for open play only (the rate does not apply for league, 

"Cosmic" or "Glow" bowling or tournament lineage). 

b. This benefit is non-transferable (it may only be used by the cardholder). 

Members must agree to give up the lane if the proprietor expects league, a 

tournament, or heavy open play. 

c. Members must pay for lineage upon the proprietor's request. 

3.2 PBA 300 Ring Program. 

3.2.1 First 300 Game. Upon bowling a first perfect game in PBA competition, 

members will be awarded a stadium design, gold ring or pendant. 

3.2.2 Additional 300 Games. For every succeeding 300 game in PBA competition, 

members will be rewarded with a diamond for the existing PBA 300 ring or pendant; 

each holds up to 14 diamonds. 

3.2.3 Website Access. After bowling a 300 game in PBA competition, the member 

may access the 300 Ring Program via www.pba.com or through the PBA office. 

3.2.4 Processing Orders. All ring orders must be processed within six months 

of the date the game was bowled. After six months, the member is responsible for the 

cost of the ring or diamond. 

NOTE: Members submitting orders for rings after the six month time 

period must pay full price to receive their award. 

3.2.5 Ring Delivery. Once the PBA 300 ring or pendant is custom crafted, it will 

be sent to the member's home address and will be delivered in approximately three 

to six weeks. 

3.3 Equipment Discounts. PBA members have the opportunity to purchase 

equipment at direct-from-the-manufacturer prices even before being made available 
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4.5.3 Rookie of the Year Eligibility. A reinstated member who has participated 

in more than three (3) PBA Tour tournaments in one (1) calendar year, or more than 

seven (7) PBA Tour tournaments total during his or her previous tenure, will not be 

eligible for any first-year (rookie) awards. 

4.6 Termination of Membership. If membership is terminated, the member 

must resolve any conduct violations or financial obligations prior to reinstating. 

Reinstatement decisions shall be at the sole discretion of the Commissioner. 

4.6.1 Resignations. Any member who wishes to resign his or her membership 

from the PBA must notify Membership Services in writing. 

4.6.2 Tournament Participation Restrictions. Any former PBA Tour or Senior 

Tour champion may not partner with another PBA Tour or Senior Tour champion when 

participating in any Member/Non-Member doubles competition. 

4.7 Financial Obligations. 

4.7.1 Returned checks. In the event that a member's check is returned, he or 

she must contact the PBA office at (206) 332-9688 and ask for an Accounting 

Services Representative. 

a. Member Error. Checks returned because of an error on the member's 

part must be paid by money order, cashiers check or credit card. The 

amount paid must cover the cost of the check plus any additional fees. 

b. Bank Error. If the check was returned because of a bank error, the 

member must show proof in the form of a confirmation letter from the bank. 

4.7.2 First Returned Check Offense. A warning will be issued and the check 

must be paid for with a money order, cashiers check or credit card within ten (10) 

days after notification by the PBA office. An administration fee of fifty dollars ($50) 

plus any expenses incurred by the PBA will be charged for each check returned 

unpaid. 

4.7.3 Second Returned Check Offense. After receiving two (2) returned checks, 

the member must pay by cashiers check, money order or credit card only. 

4.7.4 Unpaid Returned Checks. Any member who has an outstanding returned 

check will not be permitted to enter any tournament or enter as a non-member until 

the outstanding balance is paid in full. 

4.7.5 Declined Debit Cards and Credit Cards. Any member who has a debit or 

credit card charge returned will sent a statement. The member then has thirty (30) 

days to remit a check or credit card number for the balance of his or her obligation. 

Members failing to pay this obligation within 90 days will be dropped form membership. 

第5章 – PBAリージョナル・ツアー 

5.1 全般 PBAのリージョナルプログラムは全国7地区に分かれています、リージョナルツアーはボウラーにとって試

合・対決の場を与えるものです。リージョナルツアーでは世界のトップボウラーとともにボウリングをし、大会の経験

を積むとともにボウリングトップクラスとの対戦を行う場を提供しています。 

リージョナルツアーではこの他にも次世代のスーパースター育成のため、各地区のトップ成績を収めたボウラーにPBA

シードツアーのシード権を与えています。 



5.2 PBAリージョナル・ツアー責任者 7地区の地区責任者はPBAの理事会にて決定されます。 

各地区の責任者はPBAルールに記載されている地区レベルでの権限を与えられます。決定権は判定、罰則、ルールの解

釈、その他地区レベルで解決できる問題に関して適用されます。 

地区責任者はPBAルール及び規制を理解し、その地区でボウリングの事業が円滑に行う責任が課せられます 

5.3 各地区（リージョン）の物理的範囲 PBAリージョナルツアーの7地区は下記のように分かれています。 

5.3.1 East Region. The East Region includes Washington, D. C. and the states 

of Maine, Connecticut, Maryland, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Vermont, 

New Jersey, New Hampshire, New York and Pennsylvania. 

5.3.2 Midwest Region. The Midwest Region includes the states of North Dakota, 

Minnesota, South Dakota, Wisconsin, Nebraska, Iowa, Missouri and Illinois. 

5.3.3 Central Region. The Central Region includes the states of Indiana, 

Kentucky, Michigan, West Virginia and Ohio. 

5.3.4 South Region. The South Region includes the states of Mississippi, South 

Carolina, Alabama, Tennessee, Georgia, Florida, Virginia and North Carolina. 

5.3.5 Southwest Region. The Southwest Region includes the states of New 

Mexico, Arkansas, Texas, Colorado, Oklahoma, Kansas and Louisiana. 

5.3.6 West Region. The West Region includes the states of California, Utah, 

Nevada, Hawaii and Arizona. 

5.3.7 Northwest Region. The Northwest Region includes the states of Oregon, 

Montana, Washington, Wyoming, Idaho and Alaska. 

5.4 リージョナルツアー連絡事務所 

Director, Regional Tour 
(314) 974-5399 
JOHN WEBER 
P.O. Box 820 
St. Peters, MO 63376 
john.weber@pba.com 

West & Northwest Regions 
(360) 256-1551 
GARY MAGE 
P.O. Box 87100 
Vancouver, WA 98687 
gary.mage@pba.com 

South Region 
(843) 889-0077 
HARRY O'NEALE JR. 
P.O. Box 393 
Ravenel, SC 29470 
harry.oneale@pba.com 

Southwest Region 
(281) 395-5241 
PETE MCCORDIC 
24507 Pelican Hill 
Katy, TX 77494 
pete.mccordic@pba.com 

Central Region 
(815) 838-0135 
BOBBY JAKEL 
P.O. Box 88 
Lockport, IL 44036 
bobby.jakel@pba.com 

East Region 
(315) 253-2527 
RUSS MILLS 
P.O. Box 7066 
Auburn, NY 13022 
russ.mills@pba.com 

Midwest Region 
(636) 233-4304 
RICH WEBER 
P.O. Box 820 
St. Peters, MO 63376 
rich.weber@pba.com 

 

 



5.5 PBAリージョナル・ツアー・トーナメントフォーマット PBAリージョナルツアーは予選会、マッチプレー・シング

ル・エリミネーション、又はラウンドロビンにて地区責任者が選択したフォーマットで行われます。 

第6章 – PBAシニア・ツアー 

6.1 全般 PBAシニア・ツアーは50歳を超えたボウラーに対し競技ボウリングの続投をプロとして出来る活躍の場を与え

るために設定されました。シニア・トーナメントは全国で行われさらにはメジャートーナメントが2大会開催されていま

す。さらに60歳以上のボウラーに関しては追加賞金が与えられます。 

6.2 PBAシニア。ツアー・ディレクター シニア・ツアーのディレクターはPBAの理事会にて決定されます。 

シニア・ツアー・ディレクターはPBAルールに記載されているシニア・ツアーレベルでの権限を与えられます。ディレ

クターはシニア・ツアーの責任者を選択し判定、罰則、ルールの解釈、その他シニア・ツアーに関するレベルで解決で

きる問題に関して適用されます。 

シニア・ツアー責任者はPBAルール及び規制を理解し、シニア・ツアーでボウリングの事業が円滑に行う責任が課せら

れます。 

6.3 Senior Tour Point of Contact. 

Director, Senior Tour 
(314) 974-5399 
JOHN WEBER 
P.O. Box 820 
St. Peters, MO 63376 
john.weber@pba.com 

 

 

6.4 シニア・ツアースケジュール PBAのポリシー、手順に基づき年間単位でツアースケジュールを発表しています 

6.5 PBAシニア・トーナメント・フォーマット PBAシニア・ツアーは予選会、マッチプレー・シングル・エリミネーシ

ョン、又はラウンドロビンにてシニア・ツアーディレクターが選択したフォーマットで行われます。 

第7章 – PBAツアー 

7.1 全般 PBAでは各地で数々の大会に付随してメジャー4大会及び招待制の国際大会が1大会あります。2004年～2005

年シーズンから58名の完全シード制度を設け各トーナメントにて58名のシード枠を用意しました。 

10月～翌年4月に開催されているPBAツアー大会へは全てのPBAメンバー及びアマチュア選手が予選からですがエント

リーできます。 

7.2 PBAツアー・オープンイベント PBAでは何試合かの大会をオープンイベント大会としての分類をしています。もち

ろんメンバーシップの種類によりますがPBAメンバーはこれらの大会全てに出場権利が与えられています。 



7.3 PBAツアー・シードイベント PBAツアーの殆どのイベントはシード制のトーナメントになります。 

大会は下記の方法で選ばれた64名の選手にて行われます。 

7.3.1 PBAツアーポイントリスト及び優勝 シード権 PBAツアー各大会の優勝者は1年のシード権を取得することが出

来ます。 

7.3.2 その他のトーナメント シード権 

U.S.オープン – 3年間のシード権 

PBAワールドチャンピョンシップ – 2年間のシード権 

USBCマスターズ – 2年間のシード権 

チャンピョンス・トーナメント – 2年間のシード権 

その他上記に記載されていない大会 -1年間のシード権 

7.3.3 ツアートライアル シード権 PBAのツアートライアルにて約10名の選手は1年間のシード権取得することが出来

ます。 

7.3.4 PBA予選上位者 シード権 PBAシードツアーの上位者で上記に上げられた区分にてシード権を取得していない選

手に1年間のシード権を取得することが出来ます。 

7.3.5 ポイントランキング シード権 上記以外のシード権はPBAツアーのポイントランキングに応じて与えられます。 

注意: 全てのアマチュア選手はPBAツアー大会、U.S.オープン、USBCマスターズの大会にて成績を収めた場合でもPBA

のシード権は与えられません。 

7.3.6 理事推薦 シード権 PBAツアーの週間ツアー予選シード権は大会の理事、及び関係者に一任されます。ツアー予

選シード選手はトーナメントの2週間前までに連絡されます。 

7.3.7 PBAツアー予選 シード権 上記の理事推薦が行われていない場合、又は数が満たない場合、最低5名の週間予選

シード権が与えられます。この予選シード権はPBAメンバー及びアマチュアにて下記の条件で構成されます。T 

a. PBAメンバー及びアマチュアは同条件の下PBAツアー予選を行います。 

b. 理事推薦が使われていな場合、最低4名のPBAメンバーが週間シード権を取得することが出来ます。これらの選手は

適用大会のシードとしてエントリーできます。 

c. トップアマチュアに1名の選手に週間シード権が与えられます。 

d. プロ、アマとわずPBAの予選大会に参加し、予選大会の賞金を得ることが出来ます。 

賞金配当はシード権取得者（64名の本大会出場者）を除く25%の選手に与えられます。 

注意: アマチュア選手は1年に1回のみの週間シード権を得ることが出来ます。 

7.3.8 PBAリージョナル・ツアー シード権 各地区の年間優勝者は1年間のシード権を獲得することが出来ます。なお

シード権利を何らかの事情にて返還した場合次回行われるツアートライアルの枠に加算されます。 



7.4 PBAツアートライアル The Tour Trials competition was established to provide 

an annual proving ground to find the "Best of the Rest" when determining the remaining 

exemptions for the PBA Tour. 

7.4.1 Setting the Field. The field will be determined using the following criteria: 

a. PBA Regional Tour Point List. The point lists from each of the (7) 

regions from the previous season as of March 31st, each year. The number 

of allotted entries shall be pro-rated based on number of members in each 

region. 

b. Exempt Player Who Missed the Cut. All professionals from the 

previous PBA Tour season who did not make the cut. 

c. PBA Senior Tour Point List. Twenty (20) professionals from the 

previous season's PBA Senior Tour point list. 

d. International Players. Ten (10) international bowlers. International 

applicants must maintain a permanent address outside of the United 

States. 

e. Commissioner's Appointments. Up to Fifteen (15) bowlers may 

appointed by the Commissioner. 

7.4.2 Tour Trials Format. Tour Trials competition consists of 45 games of com 

petition contested over five days. 

a. Day 1 - Practice Session. Practice on five (5) PBA Oil Patterns 

EXAMPLE: In a sixty (60) lane center, the lanes will be conditioned 

with the five (5) patterns in twelve (12) lane increments. 

b. Day 2 - 6 Qualifying. The entire field will complete nine (9) games of 

qualifying on a different oil pattern each day. Aggregate pin total will 

determine the standings. 

7.4.3 Tour Trials Player Obligations. If an exemption is earned through the 

Tour Trials competition, participation on the PBA Tour is contingent on the following 

mandatory points: 

a. Must become a PBA Member, sign and return the PBA standard player 

agreement. 

b. Exempt Professionals must obligate to bowl at least two thirds (2/3) of 

the scheduled PBA Tour standard tournaments. 

c. When scheduled, exempt professionals must attend the PBA Player 

Camp, normally scheduled after Tour Trials, prior to the beginning of the 

PBA Tour Season. 

7.5 PBA Tour Points of Contact. 

PBA Tour Director PBA Tour Asst. Tournament Director 

(206) 332-9688 (206) 332-9688 

KIRK VON KRUEGER COREY KISTNER 

719 Second Ave, Suite 701 719 Second Ave Suite 701 

Seattle, WA 98104 Seattle, WA 98104 

kirkv@pba.com corey.kistner@pba.com 



第8章 – PBAプレイヤー・サービス 

8.1 PBAツアー及びPBAシニア・ツアー 全てのPBAイベントにおいてPBAプレイヤー・サービス担当がいますので参加

選手のボールドリルを行うことが出来ます。 

8.1.1 ドリリング規定 全ての大会においてボールの数が多いため、ドリリングを円滑化するために全ての選手において

個人個人のドリルスペックを提供する必要があります。これによりドリリングに間違いが発生するのも防ぐことが出来

ると考えています。 

8.1.2 スパン測定基準 PBAではボウリングボールのメジャーに関しては『cut-to-cut』基準を設けています（ホールの位

置～ホールの位置まで、グリップ等の幅を含まないメジャー）ので間違えないようにお願いします。 

8.1.3 プレイヤーのロッカー室等 PBAでは毎週行われる大会にロッカー室を提供いたします。ロッカー室には微調整の

ためのボール調整器具が配置されます（ディスクサンダー、ボールスピナー等）。選手はこれらを自由に使用できます。 

8.2 PBAリージョナル・ツアー 原則として、PBAリージョナル・ツアーでは上記に上げられたプレイヤー・サービスを

行っていません。しかし各地区の責任者の判断にて設置されているトーナメント又は地区があります。 

第9章 – PBAレーン・メンテナンス・プログラム LMP) 

9.1 PBAレーンメンテナンスの原理 PBAでは大会を行ったときに生じるレーンメンテナンスの問題（クリーニング、オ

イリング等）に取り組んでいます、特に数日にわたって行われる大会の為に適用されています。レーンメンテナンスプ

ログラムは全てのボウラに公平かつチャレンジングなレーンコンディションをシフト別、日付別のレーンで同じ条件に

出来るように心がけています。 

9.2 PBAメンテナンスパターン PBAツアー、PBAリージョナルツアー、PBAシニアツアーでは原則として5種類のレー

ンコンディションを採用しています。この5種類が『PBA公式オイルコンディション』になります。 

9.2.1 レーンメンテナンスパターン情報及び規定 PBAの公式オイルコンディションはプロモーション活動になりそう

な事業、ボウリングのリーグ、トーナメントではPBAからの承諾が得られたものに関してのみ使用できます 

9.2.2 レーンメンテナンス情報の公開基準 各PBAトーナメントで使用されるレーンメンテナンス情報はPBAホームペ

ージwww.pba.comに記載されます。更なる詳細情報はPBAの事務所へお問い合わせください。 

9.2.3 各トーナメントのレーンメンテナンス情報公開 簡単なレーンメンテナンスの概要は各大会の練習ボールスター

ト前までにロッカルームに記載されます。 

9.2.4 レーンメンテナンスの変更 万が一トーナメントにてレーンメンテナンスに変更が出た場合、直ちに全ての選手へ

連絡いたします。変更は場内放送及びロッカールームのレーンメンテナンス記載版に変更が提示されます。 

9.3 レーンメンテナンス機器及びメンテナンスマンの情報 全ての選手にレーンメンテナンスを見る権限が与えられま

す。またメンテナンス機器の情報及び検査を行うこともできますが原則としてメンテナンスを妨げない程度で行うこと

とする。 



9.4 アプローチメンテナンス手順 アプローチメンテナンスは会場センターに一任され、センター管理化の下、各シフト

の前、及び各ラウンドの前に必ず行います。 

9.5 レーンメンテナンスのコメント及びクレーム PBAではレーンメンテナンスに関してトーナメントを行った場合

様々な問題が起きる可能性を認知しています。 

9.5.1 トーナメント会場 レーンコンディションに関する全てのコメント、クレームはトーナメントディレクターへ提出

してください。 

9.5.2 公衆へのコメント PBAメンバー及びトーナメント参加者は公衆へレーンメンテナンスに関してのクレーム等、危

害を加える可能性のあるコメント、を禁止しています（センター陣、観戦者、ファン、レポーター、メディア等） 

9.5.3 PBAレーンメンテナンススタッフ 選手はレーンメンテナンススタッフを何らかの形で侮辱した場合、またPBAの

レーンメンテナンスに関するポリシー、ルールを侮辱した場合には基準に則り、罰則基準となります。 

第10章 – 名誉賞 及び 特別賞 

10.1 Trophy. An appropriate trophy will be awarded to the champion of each 

tournament. 

10.2 Perfect Game (300) Award. Any member who bowls a 300 game in PBA 

competition (excluding Pro-Ams) will receive a PBA award. 

10.3 PBA Tour Awards and Honors. 

10.3.1 Chris Schenkel PBA Player of the Year Award. The Chris Schenkel PBA 

Player of the Year Award will be determined annually using the following point system 

in which bowlers will be awarded points based on their finish in all PBA Tour events. 

a. Points will be awarded to the top five (5) finishers in each step ladder 

event and the top four (4) finishers in each single elimination event. 

b. The PBA World Ranking Point List shall be used to break a tie. 

Finishing Major Standard 

Position Events Events 

1 24 16 

2 12 8 

3 8 4 

4 4 2 

5 2 1 

10.3.2 Harry Golden PBA Rookie of the Year Award. The Harry Golden PBA 

Rookie of the Year Award will be determined annually by a vote consisting of selected 

media and the entire membership. Any member in good standing among the top five 

(5) in PBA Tour earnings and points among rookies will be placed on the official ballot. 

A member will be considered a rookie if he or she competes in at least three (3) 

PBA Tour tournaments within a PBA Tour season or the season in which he or she 

competes in their seventh PBA Tour tournament, whichever comes first. Participation 

in a PBA Tour Qualifying Round (PBATQR) event shall count as a tournament 

bowled. The Harry Golden PBA Rookie of the Year award may not be awarded at the 

discretion of the PBA 
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12.8.5 Hold Harmless. All members agree to release and hold harmless all 

employees of the Professional Bowlers Association, LLC, any Appeals Committee 

formed, any individual member thereof, and all officers, employees, agents and other 

PBA representatives, for so long as they are acting as a delegate with the authority of 

the PBA, in their official and individual capacities, from any and all claims, demands, 

damages and causes of action whatsoever, in law or in equity, arising in connection 

with any charges brought and/or penalties imposed against him or her. 

第13章 – トーナメント出場資格基準 

13.1 メンバーエントリー 

13.1.1 PBAツアートーナメント出場資格 

a. フル・メンバー 全てのPBAシードツアートーナメントへ出場できますが各トーナメントの出場資格基準に基づいた

もの。 

b. スタンダード・メンバー PBAシードツアートーナメントの予選会に3回まで参加でき、その他特別な参加資格がある

トーナメントに限ります。 

注意: 詳しくは第2章1条をご参照ください。 

13.1.2 PBAシニアツアー出場資格 

a. フル・メンバー トーナメント開催日間でに50歳以上のメンバーは全てのPBAシニア・ツアートーナメントへ出場で

きます。 

b. スタンダード・メンバー トーナメント開催日までに50歳以上のメンバーでスタンダードメンバーの方は次に上げら

れた大会のみ出場できます。シニア・ワールドチャンピョンシップ、シニアU.S.オープン、USBCシニアマスターズ。

このほかのシニアトーナメントへは出場できません。 

13.1.3 PBAリージョナルツアー出場資格 

a. フル・メンバー 全てのPBAリージョナルツアートーナメントへ出場できますが各トーナメントの出場資格基準に基

づいたもの。 

b. スタンダード・メンバー PBAリージョナルツアートーナメントに3回まで参加できます。 

13.1.4 PBA Senior Regional Tour Tournament Eligibility. 

a. Full Member. Any member in good standing who holds full membership, 

and is at least fifty (50) years of age (prior to the tournament start date), is 

eligible to compete in any PBA Regional Tour or Senior Regional event. 

b. Standard Member. Any member in good standing who holds standard 

membership, and is at least fifty (50) years of age (prior to the tournament 

start date), is eligible to compete in any combination of three (3) PBA 

Regional Tour, or PBA Senior Regional Tour events. 

13.1.5 PBAスーパーシニアトーナメント PBAメンバーでなおかつトーナメント開催日当日までに60歳以上のメンバー

はPBAシニアトーナメント、PBAシニアリージョナルトーナメント区分のスーパーシニアトーナメントへ出場できます。 



13.1.6 招待トーナメント 招待トーナメントの出場規定に関しましてはPBAで決めさせていただきます。出場資格は大

会開催日の60日前までに発表され、資格に該当するボウラーのみ出場できます。 

13.2 アマチュアエントリー アマチュアは下記の基準の則りPBAリージョナルツアー、PBAリージョナルシニアツアー、

PBAシニアツアー及び少数のPBAシードツアートーナメントに出場できます。 

13.2.1 アベレージ証明 アマチュア選手はPBAから提出要請されたときにリーグセクレタリー、又はトーナメントディ

レクターのアベレージ証明、もしくは現在のリーグ詳細表、アベレージブックのいずれかを提出する必要があります。 

13.2.2 アベレージ基準 アマチュア参加選手は過去1年間の間でのリーグアベレージが200以上、もしくはUSBC公式ス

ポーツコンディションにて190以上（最低21ゲーム）の必要があります。 

13.2.3 アマチュアルール 全てのアマチュア選手はPBAトーナメント中はPBAルール、規定の対象となります 

13.2.4 アマチュア賞金ルール 各アマチュア選手は1年間に2回までのPBAリージョナルツアートーナメント、及び1回ま

でのシニアリージョナルツアーで賞金を獲得することが出来ます。 

a. もしもアマチュア選手で既に2回PBAリージョナルツアー、又は1回PBAシニアツアーにて賞金を獲得している選手は

メンバー承諾書又は賞金放棄書にサインする必要があります。大会で賞金を獲得した場合メンバー承諾を受けていない

選手は賞金を受け取ることが出来ません。 

b. メンバー承諾を受けた選手は、賞金を獲得するに当たりPBAメンバーとうろくの申込みを行い、1年間の年会費は賞

金から自動的に天引きされます。 

c. 各地区でPBAメンバー、アマチュア選手のダブルス戦が行われた場合上記の賞金獲得数には当てはまりません。 

d. PBAシードツアー予選会にて賞金を獲得とした選手に関してはPBAリージョナルツアー、PBAシニアリージョナルツ

アーの賞金獲得数に含みません 

13.2.5 元PBAメンバーとのチーム編成 元PBAメンバーでPBAツアー、PBAシニアツアーでの優勝経験がある選手同士

でのダブルス編成はPBAメンバー、ノンメンバーのダブルス大会問わず出場できません、チーム編成を変えての出場に

なります。 

13.2.6 PBAシードツアー シード権規定 アマチュアとして参加した場合PBAシードツアー、U.S..オープン及びUSBC

マスターズにてシード権を獲得できる順位に（優勝を含む）入賞した場合でもPBAルール規定に基づきシード権は獲得

できません 

13.2.7 アマチュア未成年選手への対応 18歳以下のアマチュア選手は親、親族の許可の元トーナメント参加することが

出来ますが賞金の獲得はPBA規定に基づき出来ません。 

注意: PBA理事会合意の元、アマチュアに関する上記のルールに特例を作ることが出来ます。 



FOURTEEN - TOURNAMENT ENTRY 

14.1 全般 ここではPBAツアー、PBAシニアツアー、PBAリージョナル・ツアー、PBAシニア・リージョナルツアーの

エントリーに関する情報が記載されています。 

14.2 エントリーフィー、資金の移転 

14.2.1 Authority. Only PBA members, or their designated representatives, can 

transfer fees, dues or funds. 

14.2.2 Transfers in Writing. All monetary transfer requests must be made in writing. 

14.2.3 Permission to Compete. Members will not be allowed to compete in any 

phase of the tournament until their entry fees are paid. 

14.3 PBAトーナメント開始日 

14.3.1 PBAツアー公式トーナメント 各大会公式開始日は、その大会の予選会が開催される日を開催日としています。 

14.3.2 PBAツアーメジャートーナメント 各メジャー大会の公式開催日は、その大会の公式練習が行われる日が開催日

となります。 

14.3.3 PBAシニアツアートーナメント 各シニア大会の公式開催日は、その大会の公式練習が行われる日が開催日とな

ります。 

14.3.4 PBAリージョナルツアー、シニアリージョナルツアートーナメント すべてのリージョナルトーナメントの公式

開催日は、その大会の公式練習が行われる日が開催日となります。 

14.4 PBAトーナメントエントリー受付締切り日 すべての大会のおいて締切日はトーね面と公式開催日を基準に定めら

れます。 

14.4.1 PBAツアーエントリー締切日 PBAツアートーナメントの締切日は各大会の公式開催日の7日前が締切日となり

ます。. 

14.4.2 PBAシニアツアーエントリー締切日 PBAシニアツアートーナメントの締切日は各大会の公式開催日の7日前が

締切日となります。. 

14.4.3 PBAリージョナルツアー、シニアリージョナルツアー締切日 PBAリージョナルツアートーナメントの締切日は

各大会の公式開催日の7日前が締切日となります。. 

14.5 PBAトーナメントエントリーフィー受付締切日 

14.5.1 PBAツアー及びPBAシニアツアー7日前締切り規定 Entry fees 

shall be considered late if received at the PBA office after the seven (7) day deadline 

but prior to the official start date of the tournament. 

Administrative Fee: $50 

14.5.21 PBAリージョナルツアー及びPBAリージョナルシニアツアー4日前締切り規定 

Entry fees shall be considered late if received by the appropriate Regional Manager 

no later than four (4) days prior to the scheduled tournament start date. 

Administrative Fee: $20 



14.6 会場にての支払いについて、開催者手数料 

14.6.1 PBAツアー 

a. シード選手はすべての公式大会に自動的にエントリーされます。エントリーフィーは賞金から天引きされ渡される規

定となっています、ただし7日前（締切日）までにエントリーフィーを支払っている場合を除く。エントリーフィーのお

支払いはオンライン決済、小切手、クレジットカードにて可能です。 

b. 全選手に適用される規定で、7日前の締切日以降のエントリーフィーお支払いは、開催者手数料が別途発生いたしま

す。締切日以降、大会開催日前までのエントリーフィーのお支払いに限り下記の費用が別途発生します。 

開催者手数料: $50 

c. 全選手に適用される規定でPBAトーナメント会場、又は翌日にエントリーフィーを何らかの理由でお支払いする場合

は下記の開催者手数料が発生いたします。 

開催者手数料: $100 

14.6.2 PBA Senior Tour. 

a. Any competitor whose entry fee is received on-site at a PBA Senior Tour 

event more than seven (7) days prior to the tournament start date must pay 

an additional processing fee. 

Administrative Fee: $25 

b. Any competitor whose entry fee is received on-site at a PBA Senior Tour 

event after the entry fee deadline [seven (7) days prior to the tournament 

start date] but prior to the tournament start date must pay an additional fee. 

Administrative Fee: $50 

c. Any competitor whose entry fee is received on-site at a PBA Senior Tour 

event on or after the start date of the current tournament must pay an 

additional fee. 

Administrative Fee: $100 

14.7 PBA Tour and Senior Tour Tournament Entry. To enter the tournament, 

members may complete the entry form for the tournaments they wish to enter, and 

send completed forms to the PBA office via: 

FAX at (206) 332-9722 

Email at membership@pba.com 

Mail: PBA 

ATTN: Entry Processing 

719 Second Avenue, Suite 701 

Seattle, WA 98104 

PBA Website On-line Entry System 

14.8 PBAリージョナルツアー（及びシニアリージョナルツアー）トーナメントエントリー PBAリージョナルトーナメ

ントのエントリー方法は2種類あり、これらを下記に記します。h 

14.8.1 オンラインエントリー PBAメンバーはオンラインエントリーシステム（www.pba.com）へログインすることに

よりエントリーが出来ます。初回のみメンバーシップ番号、税金申告番号が必要になります。ログイン後は画面の指示

に従いエントリーが可能です。e 

14.8.2 エントリー用紙の郵送 エントリー用紙を記入し、エントリーフィーとともにPBAリージョナルの責任者へお送

りください（郵送、E-メール、FAX可）、トーナメント開催日7日前必着 



14.9 トーナメントエントリー出場優先順位 

14.9.1 PBAツアーオープンイベント 先着順にてトーナメント開催日の７日前必着までのエントリーを受け付けること

とする。エントリー締切り後はたとえ定員割れしていても出場できません 

14.9.2 PBAツアー予選会 (PBATQR). 先着順にてPBAツアー予選会の申込みを行います。ただし先着順でも日付ごとに

分けられ、日付ごとで会員期間の長い選手から順にエントリーすることになります。 

14.9.3 PBAシニアツアー 大会開催日30日前からは着順にてPBAシニアトーナメントの出場を行います。大会開催日30

日前までのエントリーに関しては下記の順番にて出場資格制度を設けることになります、定員いっぱいの場合は先着順

のエントリーを受け付けることは出来ません。 

a. Defending champion. 

b. Competitors who receive spots from the tournament sponsor, host 

center, or PBA Management. 

c. The winner of any PBA Senior Tour tournament for one (1) year from the 

date he or she won the championship. 

d. All cashers from the previous tournament (only applies within the 

season). 

NOTE: This entry priority must be claimed within thirty (30) minutes 

after the official final qualifying standings have been finalized and the 

claimant must have been previously entered in the tournament. 

e. The PBA Senior Tour top sixty-four (64) point earners from the previous 

season will receive this entry priority in all tournaments for which they are 

eligible. Refer to the appropriate point list appendices. 

f. Any member named PBA Senior Player of the Year within the last five (5) 

calendar years/seasons shall receive this entry priority in all tournaments 

for which he or she is eligible. 

g. PBA Hall of Fame Cardholders (Performance Category). 

h. Any member named PBA Senior Rookie of the Year within the last two 

(2) calendar years/seasons shall receive this entry priority in all 

tournaments for which he or she is eligible. 

i. The current top five (5) players on the Career Senior Point List [sliding 

scale down to the top one hundred (100)]: (See Appendix M). 

j. Past champions of the tournament the last three (3) years (city). 

k. PBA Tour Champions Cardholders. 

i. Full Membership Cardholders. Entry will be awarded on a first come, first 

served basis. Members whose entries are postmarked on the same day will 

be placed in order based on length of membership tenure. 

NOTE: After the entry deadline date, the field will be filled on a first 

come, first served basis. 

14.9.4 PBAリージョナル (及びシニアリージョナル)ツアー PBAメンバーはトーナメント開催日4日前までアマチュア

選手に対して優先出場が可能です。3日前からトーナメント開催日まではメンバー、アマチュア問わず先着順になります。 



14.10 トーナメントエントリーの確認 エントリーの確認書類は各選手に連絡いたします、エントリーが通らなかった選

手へも連絡を致します。 

14.10.1 PBAツアー エントリーが受理された場合にはエントリー確認用紙が送られます、確認用紙には本戦、予選会の

どちらかが記載されています。 

a. 各選手はエントリー確認用紙を受け取った時点でPBAトーナメントへ参加する義務が発生します。何らかの理由で欠

席をする場合は文章にてトーナメント開催日の前日までにPBAへ連絡を入れてください 

b. PBAツアー予選会の定員が溢れてしまった場合、溢れてしまった選手のエントリーフィーはエントリー確認用紙（エ

ントリー不可）とともにお返しいたします。 

14.10.2 PBA Senior Tour. Upon entering a PBA Senior Tour tournament, members 

will be sent an entry confirmation for either the tournament proper or tournament 

stand-by. 

14.10.3 PBAリージョナル（及びシニアリージョナル）ツアー 

a. 地区責任者からの特別指示がない場合は、リージョナルツアーに関してのエントリー確認は、自動的に受け付けられ

ます。エントリーできなかった選手にのみ連絡をし、エントリーフィーを返金いたします 

b. 各選手はエントリー確認用紙を受け取った時点でPBAトーナメントへ参加する義務が発生します。何らかの理由で欠

席をする場合は文章にてトーナメント開催日の前日までにトーナメント開催地区の責任者へ連絡を入れてください 

14.11 Tournament Standby Priority. 

14.11.1 PBA Tour. Any PBA Tour Exempt Professional who wishes to enter a filled 

PBA Tour major tournament will be placed at the top of the standby list provided he or 

she enters by midnight, two (2) days prior to the tournament start date. If the member 

enters after that time, he or she will be placed on the standby list based on the postmark 

date of his or her entry. 

14.11.2 PBA Senior Tour. Any PBA Senior Tour top sixty-four (64) point earner 

from the previous calendar year who wishes to enter a filled PBA Senior Tour tournament 

will be placed at the top of the standby list, provided he or she enters by midnight, 

two (2) days prior to the tournament start date. If the member enters after that 

time, he or she will be placed on the standby list based on the postmark date of his or 

her entry. 

14.11.3 PBA Regional Tour (and Senior Regional). If a tournament field fills prior 

to the seven (7) day deadline, entrants will be placed on the standby list in order of 

post mark. 

14.12 Withdrawing From a PBA Tournament. 

14.12.1 PBA Regional and Senior Regional Tour. Members who wish to withdraw 

from a Regional Tour or senior regional tournament must do so in writing (mail, 

fax or email) to the PBA office or the presiding Regional Tournament Director, as 

appropriate. Additionally, members who wish towithdraw on or after the official practice 

session day must call the host center and speak with the presiding Tournament 

Director. 

Administrative Fee: $20 



 

14.12.2 PBA Tour and Senior Tour. If a member withdraws from a tournament, it 

must be confirmed in writing to the Seattle Office. Additionally, if it is after the seven 

(7) day deadline, the appropriate Tournament Director must be notified via phone, fax 

or email. 

Administrative Fee: $25 

14.12.3 Withdrawing While Tournament is in Progress. 

a. Any competitor who wishes to withdraw while the tournament is in 

progress must notify the bowlers on his or her pair and then receive per 

mission from the Tournament Director. Failure to comply will result in the 

following penalty: 

Penalty: Bowling Conduct Violation - $100 (Regional and Senior Tour) 

- $250 (PBA Tour) 

b. Any competitor who withdraws from a standard event during the qualify 

ing portion of the competition shall receive points as specified in Rule 6.3.3 

and prize money as specified in Rule 7.2.7. 

FIFTEEN - INJURIES TO EXEMPT PROFESSIONALS 

15.1 Injury. An injury is defined as one that prevents participation in a PBA Tour 

standard event. Vacancies resulting from an injury (last minute or known) will be filled 

by the first standby from PBA Tour Qualifying Round. 

15.2 Requests for Deferment of Exemption. When an injury affects the player's 

ability to compete during the current season for which he or she is exempt and 

as a result, impedes the player's ability to vie for continued exempt status, the player 

may submit a request for deferment of exemption due to injury. 

15.2.1 Prior to the Start of the Season. If the request for deferment is submitted 

prior to the start of the season, for which the player is exempt, vacancies created as 

a result of approval of the deferment request will be filled by the next eligible player 

from the previous season’s PBA Tour point list. 

15.2.2 During the Season. If the request for deferment is submitted after the 

season has started, vacancies created as a result of approval of the deferment 

request will be filled from the PBA Tour Qualifying Round (TQR). 

15.2.3 Administrative Process. Requests for consideration for deferment of 

exemption for a following PBA Tour season must be submitted to the PBA 

Commissioner. The Professional must include an explanation of how the injury 

occurred along with all supporting medical documentation must be included with the 

request. The PBA reserves the right to seek its own medical opinion regarding all 

player injuries. 

 


