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※はじめに 

 

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

選手、引率者、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。 

 

２．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。 

 

３．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。 

 

４．参加賞等とともに、選手・引率者には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、組ごとに色分けがしてあります。 

・男 子・・・若草色 

・女 子・・・ピンク 

・引率者・・・白 

※選手兼任の引率者には、選手用・引率者用の計２枚のＩＤカードを配布します。 

ＩＤカードは回収しませんので、各自お持ち帰りください。 

（ボウリング場に捨てて帰らないでください） 

 

５．ID カードの再発行は、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。 

 

６．ボール用タオルと筆記用具は各自で用意してください。 

 

７．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。 

 

８．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。 

 

９．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。 

 

10．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__ 
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11．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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＊ 開会式 

１． 開会式には男子選手全員がマスクを着用して参加してください。選手は 9：30 までに

１回戦投球レーンに入り、着席してください。 

２． 今大会では、選手紹介は行いません。入場行進も行いませんので、各団体連盟（連合）

旗は不要です。 

３． ボウラーズベンチ内では私語厳禁とします。また、開会式終了までボールはボールバ

ッグから出さないでください。ボールバッグは、ベンチ後方に整理して置いてくださ

い。 

＊ 表彰式・閉会式 

１． 男女ファイナルエリミネーター終了後、テレビ用に上位3名のみの表彰式を行います。 

その後、改めて表彰式・閉会式を行いますので、上位 3 名の選手は指定されたボウラ

ーズベンチ内に集合をお願いします。 

２． 優勝決定戦に進出していない表彰対象選手は、優勝決定戦の競技中、指定されたボウ

ラーズベンチ内に集合の上、ベンチ内で観戦をお願いします。 

３． 表彰順序は次のとおりです。 

  １）女子 ハイゲーム賞・ハイシリーズ賞 

  ２）男子 ハイゲーム賞・ハイシリーズ賞 

  ３）女子 優勝～第 6 位、連盟表彰（優勝者の所属団体代表者） 

  ４）男子 優勝～第 6 位、連盟表彰（優勝者の所属団体代表者） 

４． 連盟表彰がありますので、優勝選手の所属団体代表者もボウリングシューズを履き、

表彰式の準備をお願いします（ボウリングシューズの貸し出しはありません） 

優勝選手の所属団体代表者が場内不在の場合、連盟表彰は優勝選手に対して行います。 

５． 男子の部の表彰終了後、表彰選手はボウラーズベンチ内で起立していただきます。 

退場は行いません。 

６． 表彰式にもマスクを着用して参加してください。写真撮影時のみマスクを外してくだ

さい。 

７． 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。 

＊ 優勝杯返還について 

１． 優勝杯返還・並びにレプリカ贈呈は、以下のタイミングで行います。 

男子 群 馬 県 宮澤 拓哉選手 ： 男子予選１回戦開始前 

女子 広 島 県 石本 美来選手 ： 女子予選１回戦開始前 
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総務部 

１． 入・退場について 

会場入り口は中央南側出入口（西武新宿線側）、出口は東側出入口（駐車場側）です。 

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。 

カテゴリーごとの入・退場ルールは以下の通りです。 

選   手・・・大会日程表記載の入・退場時間に基づいて行動してください。そ

れ以外の時間の入場はできません。 

引 率 者・・・各日とも、朝の選手入場開始時間から競技終了後の選手退場時間

まで、常時入・退場可能とします。 

選手補助員・・・２日目の準々決勝、３日目の準決勝では、登録された選手補助員

の入場を可能とします。補助員として登録されていない選手は、

入場することができません。ただし、登録された選手補助員数が

少なく、場内にゆとりがある場合、登録されていない選手の入場

を認める場合があります。 

２． 競技中の選手とのコミュニケーションについて 

選手、引率者、選手補助員を問わず、競技中の選手との会話その他コミュニケーショ

ンは一切禁止とします。 

３． 大会受付 

大会受付は、26 レーン後方付近で行います。初回受付で大会プログラム､選手資料、参

加賞、ゼッケン（缶バッジ）、個人集計用紙をお渡しします。個別に受付を通過して下

さい。 

４． 引率者について 

 選手の管理・監督を目的に、１団体１名の引率者登録を認めます。 

既に登録されている選手を引率者として登録しても構いませんが、日によって異なる

引率者を登録することはできません。ＩＤカードの使い回しが発覚した場合、その時

点でＩＤカードを没収し、ご退場いただきます。以降の入場はお断りいたします。 

５． 選手補助員について 

２日目の準々決勝では選手１名につき３名、３日目の準決勝では選手１名につき４名

までの選手補助員登録を認めます。 

選手補助員として登録できるのは、大会参加選手のみとします。 

準々決勝・準決勝出場選手には競技受付にて選手補助員登録フォームをお渡しします

ので、指定された時間内に登録手続きをお願いいたします。 

６． 大会運営本部（進行席） 

大会期間中、11 レーン付近に大会運営本部を設け、主管役員が常駐しております。 

 連絡、問い合わせ等があれば申し出てください。 

７． 場内放送 

 大会期間中、競技運営に必要なこと以外の個人的な呼び出しは、緊急の場合を除き一

切お断りいたします。 
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８． 所持品の管理 

 貴重品については、各自が責任をもって管理して下さい。盗難等のトラブルが発生し

ても責任は一切負いかねます。 

９． ボール置き場 

 所定の場所に奥から詰めて整理して置いて下さい。ボールバッグはなるべく立てて

置いてください。各組のボール置き場は以下の通りです。 

 男 子  ・・・卓球場（中央出入口側） 

 女 子  ・・・ミーティングルーム１（15Ｌ後方） 

 ※女子予選３回戦終了後、ミーティングルーム１からボールバッグや荷物は全

て搬出してください。荷物が残っていた場合、主管役員が荷物を動かします。 

女子準々決勝通過者（次点１位・２位含む）・・・ゲームコーナー（52L 側） 

男・女準決勝通過者（次点１位・２位含む）・・・卓球場（中央出入口側） 

１０．健康管理 

 健康管理には各自十分注意して下さい。大会中に万一体調が悪くなったり、怪我をし

たりした場合は大会運営本部までご連絡下さい。 

なお、近隣の救急指定病院は以下の通りです。 

 至聖病院 TEL：042-952-1000  埼玉石心会病院 TEL：042-953-6611 

１１．場内禁煙 

大会期間中、喫煙スペース（52Ｌ側ゲームコーナー奥）を除き、場内は一切禁煙です。 

場外でも、ボウリング場敷地内及びその周辺は禁煙です。 

１２．携帯電話（スマートフォン）禁止 

 大会期間中、場内での携帯電話（スマートフォン）の使用は禁止とします。 

 また、競技中、携帯電話（スマートフォン）の操作は一切禁止とします。計算機が必

要な場合には、各自で電卓をご持参ください。 

１３．宅配便について（往路） 

 ボウリングボール等を会場へ送る場合、宅配業者の指定はありません。 

 5 月 12 日（木）午前 10 時以降に到着するよう手配をお願いします。 

 発送伝票には必ず所属団体名、性別の表記をお願いします。 

１４．宅配便について（復路） 

宅配便は、ゆうパック（着払い）のみ受け付けます。 

25kg を超える荷物は取り扱いを拒否されますので、重量にはくれぐれもご注意くだ

さい。重量オーバー等により集荷を拒否された場合、選手個人で対応をお願いします。 

宅配便の受付は以下の通りとなります。 

 女子予選３回戦終了後：東側出入口付近で受付を行います。（当日発送） 

 男子予選３回戦終了後：東側出入口付近で受付を行います。（当日発送） 

 準 々 決 勝 終 了 後：受付は行いませんので、ボールバッグに伝票を貼付して、

ゲームコーナー（52Ｌ側）に整理して置いてください。 

（翌日発送） 

 5 月 15 日（日）終日 ：受付は行いませんので、ボールバッグに伝票を貼付して、

ゲームコーナー（52Ｌ側）に整理して置いてください。 
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（12：00 頃までに置いてあるボールバッグは当日発送、そ

れ以降は翌日発送） 

各組予選終了後、敗退選手（次点 1 位、2 位を除く）は必ずボールバッグの返送手続

きを行ってください。宅配便を利用しない選手は場内からボールバッグを搬出してく

ださい。以降、返送手続き（あるいは搬出）のためだけの入場は一切お断りします。 

選手兼任の引率者で、連盟表彰に備えて返送手続きを行わない場合、ボールバッグは

ミーティングルーム（中央出入口側）へ移動をお願いします。 

１５． 選手更衣室について 

     女子は 38レーン及び 52レーン後方、男子は 48レーン後方の更衣室をお使い下さい。 

１６． ユニフォームに表示可能な商業上の識別表示について 

今大会、ユニフォームに表示できる商業上の識別表示は、製造メーカーに限ります。

（ただし、実業団ユニフォームにあらかじめ表示されている実業団名は除きます） 

その他の JBC 主催大会のようにスポンサーワッペン等の貼付はできませんのでご注

意ください。 

１７． 大会中使用のボールの損傷について 

     一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 

１８． 駐車場について 

会場センターの駐車場には限りがあります。駐車できない場合は近隣の有料駐車場を

ご利用ください。特に、今回は駐車場に下記ボールパーク設営のため、従来より駐車

台数が少なくなりますので、あらかじめご了承ください。 

また、大会役員と選手で駐車場入り口が異なります。主管役員の指示に従い、駐車を

お願いします。 

大会期間中、駐車場への泊め置きは可能ですが、車上荒らし等発生しても責任は負い

かねますので、貴重品等は置かないよう、くれぐれもご注意ください。 

１９．ボールパークについて 

 今大会は、駐車場スペースを利用しボールパーク（休憩スペース、飲食店・被服類店・、

土産店等の出店）を設けます。ボールパークで使用する駐車場スペースに車の留め置

きはできません。 

ボールパーク利用時間は各日とも午前 10時～日没までです（店舗により異なります） 

・キッチンカー 

ハッピークレープ（14 日・15 日のみ出店） 

サウスヤードキッチン（キューバサンド、チキンタコス、クラムチャウダー等） 

・お茶横田園（狭山茶販売） 

・社会福祉法人みのり福祉会（手作りクッキー、パン、手芸品販売） 

・ヨコブリシ（スポーツアパレル販売、ミシン刺繍実演） 

・ボウルスター（ボウリングウェア、グッズ販売） 
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＊ 競技部 

１． シフト及びレーン配当表は、大会プログラムをご参照下さい。 

 誤字、脱字、その他不明な点がありましたら、選手受付まで申し出て下さい。 

２． 予選の競技では、各日の入場受付をもって競技受付完了とします。 

（男子予選２回戦・女子予選３回戦では、改めての競技受付は行いません） 

３． 競技スケジュールが予定どおりスムーズに進行するよう、全選手のご協力をお願いし

ます。 早めに投球準備し、スローボウリングに特に注意して下さい。 

４． 今大会、練習投球中に音楽が流れます。 

５． 競技中、選手はコンコースにいる引率者・選手とのコミュニケーションを一切禁止し

ます。 

６． 1 ゲームレーン移動にて競技を行います。移動先レーンについてはレーン移動表を参

照してください。ゲーム終了後、コンソール操作をせずに次のレーンへ移動をお願い

します。ボックス内の準備が整い次第、次のゲームを開始してください。（そのゲーム

の最終投球後、30 秒で氏名が自動転送されます。競技終了後、モニターが消えるまで

にスコアの記入をお願いします） 

７． ゲーム移動の際、ボールバッグは移動せず、元のレーンに置いたまま移動してくださ

い。 

シフト移動の際、ボールバッグ等荷物を全て持って次のレーンに移動してください。 

８． 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。シ

フトが連続する場合、３ゲーム目終了後、次のレーン後方に移動し、「消毒済」の表示

を確認してからボウラーズベンチ内に入ってください。「未消毒」の表示の場合、コン

コースで待機をお願いします。全選手の移動が確認できた後、練習投球を行い、一斉

スタートを行います。 

９． コンピューターへの選手名の入力は、レーン配当表に基づき事前に済ませてあります

ので、各自にて画面の確認をお願いいたします。 

旧字体など一部表示できない文字がありますので、あらかじめご了承ください。 

10． ボウラーズエリ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、見た目にも４個以内であることが分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個以上の持込みが判

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いますので、ご注意く

ださい。なお、ボールの入れ替えは、選手本人で行ってください。（今大会、競技中の

選手とそれ以外の選手、・引率者等とのコミュニケーションは禁止です） 

11． 予選及び準々決勝終了後、次点第２位まで発表します。準々決勝及び準決勝受付時間に

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。 

12． 今大会、準々決勝並びに準決勝競技中のスコアラーのボックス内立ち入りは認めませ
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ん。また、決勝エリミネーターにおける同伴者のボックス内立ち入りも今大会では行

いません。 

13． 準々決勝並びに準決勝では、３ゲームごとのボックス内消毒並びに練習投球は行いま

せん。ボックス内の準備が整い次第、次のゲームを開始してください。 

 

＊ 審判部 

１． 競技中、マシントラブル、カウントミス、ピン倒れ、その他審判員の立会いが必要な

ときは、挙手をして合図して下さい。 

２． リセットボタンを利用する際、選手で押さず、審判員またはセンタースタッフを呼ん

でください。 

３． コンソールの操作は全て審判員・センタースタッフにて行います。 

選手はコンソールには触らないでください。 

４． 投球後のコンピューターのスコアは、その都度各自チェックをして下さい。訂正等が

必要な場合は、必ず審判員立会いのもとに行って下さい。 

５． 施設構造上の都合で、偶数レーンテーブルの中ほどに赤ラインを表示しますので、赤

ラインより手前（コンコース側の手前側）のみ、飲み物やハンドコンディショナーを

置くことを許可します。また、スペアボールは必ず床に置き、椅子等落下の危険性の

ある場所には置かないで下さい。 

 

＊ 広報部 

１． 大会の中間成績は、成績が確認でき次第、下記 URL にて発表いたします。（場内に成

績掲示板は設置しません） 

https://drive.google.com/drive/folders/1m_XmLCKXSyJENKcgQd5mqmNGbJiKVTjt 

 

 

 

 

２． 準々決勝終了後、準決勝進出選手にはアンケート用紙を配布しますので、準決勝出場者

が発表されるまで会場を離れないようにしてください。 

記入いただいたアンケート用紙は 15 日（日）、準決勝受付にて回収します。 

３． 15 日(日)の準決勝受付にて、準決勝進出者男・女各 12 名の顔写真を撮影しますのでご

協力をお願いします。撮影した顔写真はテレビ放映にて使用します。 

４． 大会の入賞者一覧表の配布は控えさせていただきます。中間成績同様に、大会結果は

上記 URL にて公開します。なお、大会最終成績表は近日中にメールで各団体事務局
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へ送付いたします。 

５． 表彰式・閉会式終了後、男女優勝選手の記念撮影を行いますので、表彰が終わっても

メダルとカップは片づけずにお願いします。 

６． 参加選手にゼッケン（缶バッジ）を配布します。競技中、ゼッケンは下半身に着用す

る衣類（スラックス、スカート等）の背面ウエスト部分に貼り付けてください。その

際、ユニフォームでゼッケンが隠れないように着用してください。 

競技が終了した選手のゼッケンは回収しませんので、記念にお持ち帰りください。（会

場に捨てて帰らないでください） 

 

 

 

 

 

 

 

７．今大会開催中、ＴＶ放送、公式記録、メディア取材を含め、広報目的での取材を実施し

ます。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）は、広報の目的で使用・公開、また報道機関に提供することがあります。

その掲載権・使用権は主催者に属しますので、予めご了承ください。 

 

＊ 記録部 

１． 今大会はコンピューター集計を採用します。選手には個人記録集計用紙を配布します

が、同用紙は予選３回戦・準々決勝・準決勝のそれぞれ終了時に受付（26L 後方）まで

提出して下さい。また、同用紙は複写式でないため、各自の記録は各自で責任を持って

管理して下さい。アピールは受け付けますが、各自の記録との違い等は明確に示してく

ださい。 

２． 個人記録集計用紙については、初回入場受付時に配布します。 

３． 大会記録室への入室は、関係者以外お断りいたします。 

 

＊ 褒賞部 

１． 褒賞記録が出た場合、選手は審判員に自己申告し、確認を得た上で申請用紙に記入し

審判員に提出して下さい。 

 記録部、褒賞部で確認し褒賞バッジをお渡しいたします。 



 - 10 - 

＊ 認証部 

１． ボール登録所は 12L 後方コンコース付近です。 

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 1,000 円を納めてください。なお、ボールの追加登

録は原則として認めません。 

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 

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。大会当日会場でのご記入はくれぐれもお控えください。 

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ください。 

https://www.jbc-bowling.or.jp/topics/220414/ 

４． お釣りが発生しないよう、料金表に基づき事前の準備をお願いします。原則両替もお

断りします。 

５． お金は当日配布する封筒に入れてボール登録所に提出してください。ボール登録所に

て、使用ボール登録証、会員証、ボール検査合格証、金額の確認を行い、その場で会

員証、ボール検査合格証は返却します。 

６． 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。この場合の検査料は１個につき５００円です。

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。 

７． 入賞者のボールの再検査は行いません。 

 競技中に無作為に選手を選考し、ボール検査を行います。シフト終了後、主管役員に

より指名された選手は速やかにボール検査に協力して下さい。 

 登録していないボールを会場へ持ち込んだ場合、大会で記録したそれまでの記録は全

て無効となりますのでご注意ください。 

８． 認証報告 

   １）競技場名    新狭山グランドボウル 

   ２）公認競技場№   １１１－０３０号 

   ３）レーン認証有効期限   ２０２３年 ３月３１日 

  ４）大会使用ピン   ＪＢＣ公認第４９号ピン 
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＊ ＮＨＫテレビ放映について 

１． 最終日 5 月 15 日(日)15：30～17：00 まで、男女の優勝決定戦を実況生中継でＮＨＫ 

Ｅテレにて全国放映いたします。また、ＮＨＫ ＢＳ－１にて、３位決定戦を含めた録

画放送が予定されています。詳細は追ってお知らせいたします。 

２． このテレビ放映のため、競技中に機材を搬入、設営することがあります。 

３． また、開会式を含め予選の競技中もテレビカメラが向くことがありますが、これに関

する苦情は一切受け付けませんのでご了承下さい。 

４． 実況生中継のため、放映時間の関係で進行時間が制約されますので、進行席の指示に

従って下さい。 

５． 男女のファイナルエリミネーター終了後、直ちにテレビ用のＮＨＫ杯の授与、ならび

にインタビューを行います。スピーディーにテキパキした言動をお願いいたします。 

６．男女のファイナルエリミネーター最中（最終日 12:30～17:00）は、主催者が許可した者

を除き、競技の様子を撮影することを禁止します。許可なく撮影した場合は直ちに場

内から退場していただくことがありますのでご了承ください。 

＊ その他 

１． 今大会はファイテン株式会社からの特別協賛を受けて開催しております。また、開催に

あたっては、新狭山グランドボウル、(公社)日本ボウリング場協会の絶大なるご支援を

いただきました。 

２． 今大会は独立行政法人日本スポーツ振興センターより「スポーツ振興基金助成事業」と

して助成を受けて開催しております。 


