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監督会議次第 

１． 開会の辞 

２． 各部注意事項説明 

３． その他連絡事項 

４． 質疑応答 

５． 閉会の辞 

 

会議資料 

１． 各部説明 

２． Ｌプロジェクトからのお知らせ 

３． 場内案内図 

４． 指定緊急避難場所 

 

配布品 

１． 監督章 

２． 大会プログラム(監督・選手数分) 

３． 参加賞（監督・選手・ツアー参加者数分） 
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第３３回オールジャパンレディスボウリングトーナメント 

大 会 日 程 

 

＜第１日目＞ ６月４日（金） 

オプショナルツアー(希望者のみ) １２：３０～１８：３０ 

 

＜第２日目＞ ６月５日（土） 

Ａ組（シニアレディス）入場 ボール登録 ８：００ 

監督会議 ９：００ ～  ９：２０ 

開会式(Ａ組選手のみ参加) ９：５０ ～ １０：０５ 

Ａ組（シニアレディス） 予選１回戦・２回戦・３回戦 １０：３０ ～ １４：２０ 

Ｂ組（一般レディス）入場 ボール登録  １３：５０ ～ 

Ｂ組（一般レディス） 予選１回戦・２回戦・３回戦 １４：５０ ～  １７：４０ 

 

＜第３日目＞ ６月６日（日） 

セミファイナル出場選手入場・受付 ８：００ ～   

セミファイナル ９：００ ～ １０：００ 

決勝ステップラダー(各部門３名) １０：３０ ～ １１；３０ 

表彰式対象選手入場 １１：００ ～  

表彰式・閉会式 １２：００ ～ １２：４５ 
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開会式について 
 

【開会式次第】 
 

（1） 「国歌」吹奏 

（2） 主催者代表挨拶 

（3） 来賓祝辞 

（4） 来賓紹介 

（5） 歓迎挨拶 

 

１. 入場行進は行いません。また、今大会では連盟旗の持参は不要です。 
 

２. 開会式には、Ａ組選手全員がマスクを着用して参加してください。Ａ組選手は、開始

５分前までに投球レーンに入り、着席をしてください。29～34 レーンは役員席とし

て使用しますので、このレーンで投球する選手は、コンコースにて参列してください。 
 

３. 開会式が終了するまで、ボールはボールバッグから出さないでください。 
 

４. 専任監督は、コンコースにて参列してください。 

 

閉会式について 
 

【閉会式次第】 
 
 

（1） ベストドレッサー賞発表ならびに表彰 

（2） 成績発表ならびに表彰 

（3） 閉会挨拶 

 

１. 表彰対象者はユニフォーム、ボウリングシューズを着用の上、指定されたボウラーズ

ベンチに着席して待機してください。待機場所は放送にてご案内します。 

（必ず各自のボウリングシューズを着用してください） 
 

２. 表彰対象者と表彰順は次の通りです。 

（1） ベストドレッサー賞（３名） 

（2） 各部門 ハイゲーム賞（各部門一斉） 

（3） 各部門 優勝～第６位（一般レディスの部、シニアレディスの部の順） 

 

３． 表彰時、オフィシャルカメラマン及び入場を許可されたマスコミ以外の写真撮影は

禁止します。オフィシャルカメラマンの撮影した写真は JBC 公式フェイスブックへ

アップロードしますので、そちらをご参照ください。 
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※はじめに 

 
1.  監督会議には各連盟 1名の出席をお願いします。 

 

2.  プログラム、参加賞、ＩＤカードは会場入り口で各自お受取り下さい。 

 

3.  今大会は新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドラインに基づき、無観客で競技を行い 

ます。監督、選手、大会関係者等特別に許可を得た者以外の入場は全てお断りします。 

 

４． 初回入場時に新型コロナウイルス感染症リスクチェックシートを提出してください。(健康管理

表については提出の必要はありません)。提出がない場合、場内へ入場することはできませ

ん。未成年者の場合は、親権者の署名捺印が必要ですのでご注意ください。 

 

5.  入場時、体温測定を行います。37.5度以上の方の入場は固くお断りします。アルコール消毒 

液も設置しますので、出入場の際は必ず手指の消毒をしてください。 

また、体調不良等がある場合は必ず辞退してください。 

 

6.   参加賞等とともに、監督・選手にはＩＤカードを配布します。場内では必ずＩＤカードを着用 

してください。ＩＤカードの使い回しによるなりすまし行為は禁止します。会場内の管理のた

め、それぞれ部門ごと、役職ごとに色分けがしてあります。 

・選手・引率者（一般レディス）    ＩＤカード・・・ 黄色 

・選手・引率者（シニアレディス）   ＩＤカード・・・ 青色 

・ＪＢＣ役員 ＩＤカード・・・ オレンジ色 

・各団体監督 ＩＤカード・・・ 赤色 

・報道機関 ＩＤカード・・・ 黒色 

・富山県役員 ＩＤカード・・・ 緑色 

   ＩＤカードは大会終了後、回収します。お持ち帰らないでください。 

（回収Ｂｏｘに入れてお帰り下さい。） 

 

7.   ID カードの再発行は、監督を通じて競技役員へ申告してください。所定の申請書に必要事

項を記入の上、再発行手数料（300円）をお支払いいただきます。 

 

8.   ボール用タオルと筆記用具は各自で用意してください。 

 

9.   ボウリング場内では、マスクの着用を徹底してください。フェイスシールド・フェイスガードの類

ではなく、「マスク」の着用をお願いします。また、着用の際は鼻・口をしっかり覆うように着用

してください。競技中（投球中及び投球の待ち時間含む）も常時マスクを着用してください。

競技開始前の挨拶における握手、ハンドタッチ（グータッチを含む、他選手との肌と肌が接触

する行為）は禁止いたします。競技中の声出し、声援も禁止いたします。 

 

10． ボウリング場内ではソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いします。また、場内で

の食事は禁止します。飲料の摂取は認めますが、その際は会話を謹んでください。 
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11.   ボウリング場以外では、都道府県名の表示されたユニフォームやジャンパー等の恰

好は控えてください。 

 

12.  大会期間中、監督は会場を離れないようにお願いします。監督章は各監督が付け、

会場を離れる場合は必ず代理者に監督章を引き継いで下さい。なお、正規に登録さ

れた監督が会場内にいる場合、原則として登録された監督が監督章を着用してくだ

さい。また、監督章を引き継ぐことのできるのは、その時間に場内への入場が許可

されている方のみとしてください。 

 

13． その他、(公財)全日本ボウリング協会の新型コロナウイルス感染症予防策ガイドラインを遵

守して行動をお願いします。ボウリング場外においても、[新しい生活様式]に基づき、新型

コロナウイルスに感染しないための最大限の努力を行ってください。 

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/newlifestyle/index.html__ 

 

14． 感染リスクの高まる「5つの場面(別紙)」にもくれぐれも注意してください。 

https://corona.go.jp/proposal/ 

また、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のインストールをお願いします。 
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各部説明 

 

【１】総務部 
  

１－１ 本大会における諸施設の設置場所は次の通りです。 

大会運営本部 

大会記録室 
１Ｆミーティングルーム 

監督会議室 ２Ｆミーティングルーム 

ボール置き場 １Ｆ文化ホール 

ボール検査所 フロント後方 

ボール登録所 フロント後方 

競技受付 36～38レーン後方（司会台右） 

記録掲示版 ボール置場入り口付近 

ゆうパック受付 ボール置き場入り口に申込書を配置します。 

女子更衣室 ゴールデンボウル２Ｆ女子更衣室 

喫煙所 正面玄関、場内(20 ﾚｰﾝ後方) 

 

１－２ 災害時指定緊急避難場所については、別紙を参照してください。 

 

１－３ 大会中は緊急の場合を除き、個人の呼び出しはお断りいたします。 

 

１－４ 競技日程表で選手の入・退場時間を定めています。それ以外の時間の入場はでき

ません。競技進行により時間が前後する場合がありますのでご注意ください。 

 

１－５ 引率者は、引率者として登録された選手の入場が認められている時間にのみ競

技会場への入場が認められます。 

 

１－６ 選手の健康管理には各選手団とも十分注意してください。万が一、会場内で事故

や急病人が発生した場合には、大会運営本部まで連絡してください。 

 

１－７ 場内は全て禁煙です。喫煙は所定の場所にてお願いします。 

 

１－８ 所持品や貴重品は各自で責任を持って管理してください。 

盗難などの損害については、一切責任を負いません。 

 

１－９ 大会中の使用ボールの破損については、一切責任を負いません。 

 

１－１０ 大会中は会場内が混雑しますので、その日の競技終了後、ボールは必ずボール置

き場に移動してください。 

 

１－１１ ペットボトル、空き缶、フィンガーテープの剥離紙などは、各自で処分してくだ
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さい。場内の美化と分別収集にご協力をお願いします。 

 

１－１２ 会場にボールを送る場合は、３日（木）午後以降に届くように指定してください。

届いたボールは、ボール置き場に保管します。 

 

１－１３ ゆうパックの受付は、次の日時で行います。 

（予定） ６月５日（土）14:20〜   ６月６日（日）10:00～ 

受付は着払いのみの対応となります。各自申込用紙を作成して集配ＢＯＸに収

めてください。担当者による収集は 6月 6日 13時を予定しています。大会当日、

改めてお知らせします。なお、ゆうパック以外の御利用は、各自でお願いします。 

 

１－１４ 車でお越しの皆様へお知らせします。 
富山地鉄ゴールデンボウル様のご厚意により３日間１，０００円でご利用いた

だけます。途中で出入りする場合は、フロントに申し出てください。 

   

【２】競技部 
２－１ プログラムの選手氏名、ハンディキャップに間違いがありましたら、大会運営本部

まで申し出てください。 

 

２－２ 登録選手に変更がある場合は、選手変更届を大会運営本部へ提出してください。 

 

２－３ 競技受付は 36 レーン後方付近にて行います。競技開始予定時刻の 30 分前までに

受付を通過してください。 

 

２－４ 指定レーンに入りましたらモニターに表示されている選手名、ハンディキャップを

ご確認ください。間違いがあれば、審判員に申し出てください。成績表および賞状

については、大会プログラムの文字を使用いたします。 

 

２－５ 競技フロアへのボールの持ち込みは４個以内とします。ダブルボールバッグ２つ、

あるいはトリプルボールバッグ１つとシングルボールバッグ１つで運搬するなど、

外形的にも４個以内であることがわかるようにしてください。競技中のボールの入

れ替えは可能ですが、競技が遅滞しない範囲で行ってください。５個以上の持ち込

が判明した場合、ボールを戻していただくよう競技役員より指導を行う場合があり

ますので、ご注意ください。 

 

２－６ 予選３ゲーム（シフト）終了ごとに、ボウラーズベンチ内の消毒作業を行います。

３ゲーム目終了後、次のレーン後方コンコースにて待機してください。消毒完了後、

アナウンスをしますので、アナウンスを聞いてからボウラーズベンチ内に入ってく

ださい。なお、練習投球はシフトごとに行います。 

 

２－７ 参加人数に基づき、今大会のセミファイナル進出人数を以下の通り変更します。 



p. 11 

 

 一般レディスの部 ２０名⇒１６名、 シニアレディスの部 ２０名⇒２４名 

 

２－８ 予選３回戦終了後、次点第２位まで発表します。セミファイナル出場選手の入場時

間には次点第１位・第２位選手の入場を認めますが、遅刻等による繰上げがなかっ

た場合、速やかに退場していただきます。なお、次点第３位以下の繰上げは行いま

せん。 

 

【３】審判部・褒賞部 
３－１ ＪＢＣ会員証、ボール検査合格証は、各選手が必ず携帯してください。審判員から

提示を求める場合があります。 

 

３－２ 競技中に審判の立会いを必要とする場合は、手を挙げて合図してください。 

 

３－３ コンソール並びにリセットボタンは審判員・センタースタッフが操作します。必要

な場合は手を挙げて合図してください。 

 

３－４ 投球後のコンピューターのスコアは各自で確認してください。スコア訂正がある場

合には、必ず審判員の立会いの下で行ってください。 

 

３－５ 競技の進行が著しく遅れているボックスには、スローボウリング（競技規則第 134

条）を適用します。 

 

３－６ 褒賞記録が出た場合は、審判員から褒賞申請書を受け取り、必要事項を記入して審 

判員に提出してください。 

 

【４】記録部・広報部 
４－１ 今大会は、個人記録集計用紙を使用しますので、予選 3回戦の競技終了後、記録回

収所（競技受付）に提出してください。また、セミファイナル進出者にはセミファ

イナルの競技受付でも配布しますので、競技終了後、同様に提出してください。 
 

４－２ 転記ミス、計算ミスのないように注意してください。 
 

４－３ 転記ミス、計算ミスが判明した場合には、監督に通告します。 
 

４－４ 記録の訂正、異議の申し立ては、監督を通じて大会運営本部に申し出てください。 
 

４－５ 記録掲示板はボール置き場入り口付近に設けます。 
 
４－６ 閉会式終了後に、入賞者一覧表を競技受付にて監督章と引き換えにお渡しします。

全成績の配布は行いません（全成績は後日、メールにて各連盟事務局へ送付します）。 
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【５】認証部 
５－１ 原則、ボールの当日検量は行いません。選手は事前に各都道府県にてボール検査合

格証の発行を受けてください。ボール検査合格証の紛失等により当日ボール検査が

必要な場合は主管役員へ申し出てください。検査料は１個につき５００円です。硬

度検査のみの場合は１個につき２００円とします。合格したボールには、大会中の

み有効のボール検査合格証を発行いたします。 

 

５－２ 競技開始前にボール登録所にて会場へ持ち込んだ全てのボールの登録を行ってく

ださい。なお、ボールの追加登録は原則として認めません。２個以上のボールを使

用する場合は、１個につき５００円の登録料を納めてください。また、５個目より

保管手数料として、登録料とは別に１個につき１０００円を納めてください。 

個数 １個 ２個 ３個 ４個 ５個 ６個 ７個以上 

登録料 0円 500円 1000円 1500円 2000円 2500円 500円ずつ UP 

保管手数料 0円 0円 0円 0円 1000円 2000円 1000円ずつ UP 

合計 0円 500円 1000円 1500円 3000円 4500円 1500円ずつ UP 

 

５－３ ボール登録には、下記ＵＲＬより使用ボール登録証データをダウンロードし、事前

の記入をお願いします。大会当日、会場での記入はくれぐれも控えてください。 

使用ボール登録証は 1 枚のみ印刷して持参し、ボール登録受付へご提出してくださ

い。 

https://www.jbc-bowling.or.jp/topics/210423/ 

 

５－４ お釣りが発生しないよう、料金表に基づき、事前のご準備をお願いします。原則、

両替もお断りします。 

 

５－５ 全参加者の中から選手を抽選し、ボールの再検査を行います。主管役員に指名され

た選手は、そのシフトの競技終了後、速やかに再検査を受けてください。登録ボー

ル全てを再検査します。登録されていないボールを会場に持ち込んでいた場合、そ

れまでの記録はすべて無効とします。 

 

５－６ 大会認証報告 

(1) 競技場名  富山地鉄ゴールデンボウル 

(2) 公認競技場番号 １１８－００９ 

(3) レーン認証番号 ３１１１－１２７４ 

(5) 大会使用ピン ＪＢＣ認定第２７号ピン 
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Ｌプロジェクトからのお知らせ 

 

 

【１】ベストドレッサー賞について 

 

⚫ 選考対象：予選で着用したユニフォームを対象とします。 

⚫ 選考方法：Lプロジェクト委員による選考会議で決定します。 

※選手による投票は実施しません。 

※協会公式 Facebookに各ユニフォームの写真を掲載いたします。 

⚫ 表彰式：6月６日(日)大会表彰式冒頭で表彰します。 

※表彰対象選手には所属連盟監督を通じて 6 月 5日(土)中に連絡いたします。 

※表彰式には、対象となったユニフォームで出席してください。 
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指定緊急避難場所 

別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 


