
 

 

 

 

 

 

 

 

第５８回東日本ボウリング選手権大会  

 

 

監  督  会  議  資  料  

 

 

 

日  時   令和 4 年 6 月２４日 (金 ) ７：３０～  

 

場  所   足利スターレーン  ミーティングルーム  

 

主  催   公益財団法人  全日本ボウリング協会  

協  力  日本ボウリング機構（ＪＢＯ）  

後  援   公益財団法人  栃木県スポーツ協会   

              足利市教育委員会  

              足利市体育協会  

              栃木県ボウリング場協会  

主  管   栃木県ボウリング連盟  

 

 

 



※はじめに  

 

1.  監督会議には各団体 1 名の出席をお願いいたします。  

2.  今大会は新型コロナウィ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。

監督、選手、チーム補助員、大会関係者等特別に許可を得たもの以外の入場は全てお断りし

ます。  

3.  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、場内への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。  

4.  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。  

5.  初回入場時に、監督・選手・チーム補助員は感染症リスクチェックシートを提出し ID カー

ドをと交換になります。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、それぞれの組ごとに色分けして

あります。  

・Ａ組選手 /補助員  - - - 黄色  

・Ｂ組選手 /補助員  - - -  緑色  

・Ｃ組選手 /補助員  - - -  青色  

・監督  - - - - -  -    ピンク色  

・決勝スコアラー  -  -  -   灰色  

・大会関係者   - - -  -   赤色  

ID カードは大会終了後、回収いたしませんので、各自お持ち帰りください。また、センタ

ーのごみ箱には捨てないください。   

6. 6 月 24 日（金）の入場方法順は、受付で① ID カードを受け取り、②ボール登録を済ませ、

その後に③ボールの搬入を行ってください。会場入り口が混雑する為、ご協力ください。  

7.  ID カードは大会期間中、各自責任をもって保管、管理してください。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.  選手は投球するシフトの入場時間しか入場することができません。また、選手権決定戦には、

選手以外、その選手の所属都道府県監督、決勝スコアラー (決勝当日登録 )、補助員が入場可

能です。競技の進行状況により時間が前後する場合がありますので、アナウンスの指示に従

ってください。  

9.  ボール用タオルと筆記用具は各自で用意してください。  

10. 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。  



 

11. 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。  

12. 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いたします。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。  

13. 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。  

14. その他、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、新型コロナウィルスに感染しな

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/newlifesty le/index.html _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【監督会議次第】  

 

               １．開会の辞    

               ２．各部注意事項説明  

               ３．質疑応答  

               ４．閉会の辞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪大会前日　６月２３日（木）≫

１７:００～１９:００ ボール登録受付開始

≪第１日目　６月２４日（金）≫

　７:００～　８:００ Ａ組入場／Ａ組ボール登録

　７:３０～　７:５０ 監督会議（ミーティングルーム）

　８:２０～　８:３５ 開会式（男子Ａ組のみ参加）

　８:４５～１２:０５ Ａ組２人チーム戦（前・後半６Ｇ）（２ｘ２）

　９:００～１１:５５ Ｂ組入場／Ｂ組ボール登録

１２:０５～１２:３５ Ａ組退場

１２:２５～１５:４５ Ｂ組４人チーム戦（前・後半６Ｇ）（４ｘ０）

１２:４０～１５:３５ Ｃ組入場／Ｃ組ボール登録

１４:４０～１５:００ 監督会議（役員室、女子のみ参加団体対象）

１５:４５～１６:１５ Ｂ組退場

１６:０５～２１:００ Ｃ組２人チーム戦（前・後半６Ｇ）（２ｘ４）

２１:００～２１:３５ Ｃ組退場

≪第２日目　６月２５日（土）≫

　７:００～　７:３０ Ｂ組入場

　８:００～１１:２０ Ｂ組２人チーム戦（前・後半６Ｇ）（２ｘ２）

　８:１０～１１:１０ Ａ組入場

１１:２０～１２:２０ Ｂ組退場、ボールバック発送手続き

１１:４０～１５:００ Ａ組４人チーム戦（前・後半６Ｇ）（４ｘ０）

１３:３０～１４:５０ Ｃ組入場

１５:００～１６:００ Ａ組退場、ボールバック発送手続き

１５:２０～２０:１５ Ｃ組４人チーム戦（前・後半６Ｇ）（２ｘ４）

２０:１５～２１:００ Ｃ組退場、ボールバック発送手続き

≪第３日目　６月２６日（日）≫

　８:００～　８:３０ 選手権者決定戦出場選手入場・受付

　９:００～１０:１０ 選手権者決定戦男・女１回戦（男子１ｘ２，女子１ｘ１）

　９:１０～　 その他選手入場

１０:２５～１１:３５ 選手権者決定戦男・女２回戦（男子１ｘ２，女子１ｘ１）

１１:５５～１２:２０ 中間表彰　

（個人Ｈ/Ｇ・Ｈ/Ｓ、２人チーム戦、４人チーム戦）

１２:４０～１３:５０ 選手権者決定戦男・女３回戦（男子１ｘ２，女子１ｘ１）

１４:２０～１４:５０ 表彰式・閉会式

１４:５０～１５:２０ 退場、ボールバック発送手続き

第５８回東日本ボウリング選手権大会

<大　会　日　程>
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＊開会式について＊  

１．開会式は選手入場行進を行いません。開会式は A 組選手のみの参加となります。Ａシフ

トの選手は８ :１0 になりましたら指定のレ－ンのボウラーズベンチに着席をして開会

式に参加してください。但し、９～１２レーンにレーン配当された選手は開会式中央に

なりますので、１～２レーン側のコンコ－スにて待機をお願い致します。その場にて開

会式に参加してください。尚、Ａ組の選手は、開会式が終わるまでボールをボールラッ

クには出さないでください。  

２．入場行進は行いませんので、都道県連盟旗の持参は不要です。  開会式の式次第は次の

とおりです。  

(1) 開式通告   (2)国歌「君が代」吹奏  (3) 主催者挨拶  (4) 閉式通告  

国歌吹奏時は、ベンチ内、コンコースでそれぞれ起立し、姿勢を正して国旗に注目して

ください。  「斉唱」  ではありません。発声はしないでください。  

 

※  優勝杯の返還について  

１．新型コロナウィルス感染症の陽性者数がまだ全国に相当数いるという状況のもと、今大

会では優勝杯の返還は監督会議において実施します。  該当都道県の監督へレプリカを

渡しますので、監督から選手へお渡しください。  

２．優勝杯を車で当日持参する場合、大会当日、主管役員へお渡しください。宅配便を利用

する場合、６月２３日指定で「足利スターレーン着付栃木県ボウリング連盟」宛てに送

付をお願いします。  

 

＊中間表彰式について＊  

１．中間表彰式には、表彰対象選手全員ボウリングシューズ着用の上、参加して下さい。  

２．中間表彰式に参加する選手の集合時間、場所は次の通りです。  

   集合時間    ６月２６日 (日 )  1１：３５  

   集合場所    男子は、１６レーン後方  

女子は、５レーン後方に集合し、係員の指示に従ってください。  

マスク、ユニフォーム着用、各自のボウリングシューズを履いて着席

してください。写真撮影時のみマスクを外してください。  

３．表彰順は、次の順番で行います。  

   ①個人ハイゲーム・個人ハイシリーズ (女子・男子 ) 

   ②2 人チーム戦  優勝～6 位 (女子・男子 ) 

   ③4 人チーム戦  優勝～6 位 (女子・男子）  

４．表彰選手は、名前を呼ばれたら表彰台まで駆け足で集合して下さい  

５．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。  
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＊閉会式・表彰式について＊  

１．閉会式には、表彰対象選手全員ボウリングシューズ着用の上、参加して下さい。  

２．表彰式・閉会式の式次第は、次のとおりです。  

(1) 開式通告  (2) 選手権者決定戦  優勝～６位（女子・男子）表彰  

(3) 閉会挨拶  (4) 閉式通告  

3．閉会式に参加する選手の集合時間、場所は次の通りです。  

   集合時間    ６月２6 日 (日 )  1４：０５  

    集合場所    １６レーン後方に集合し、係員の指示に従ってください。  

マスク、ユニフォーム着用、各自のボウリングシューズを履いて着席  

してください。写真撮影時のみマスクを外してください。  

4．表彰順は、次の順番で行います。  

   ①選手権者決定戦  優勝～6 位 (女子・男子 ) 

5．表彰選手は、名前を呼ばれたら表彰台まで駆け足で集合して下さい。  

6．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。  

 

各  部  説  明  

＊総務部＊  

１．大会運営本部は足利スターレーン２階会議室に設けます。  

２．大会期間中は、競技関係以外の個人的な呼び出しは緊急の場合を除き行ないません。  

連絡事項等は掲示板に掲示します。  

３．大会期間中、監督は、会場を離れないようにお願いします。監督章は各監督がつけ、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、原則として正規に登録された監督が監督章を着用して下さい。  

また、監督章を引く継ぐことができるのは、その時間に場内への入場が許可されている

方のみとします。  

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。  

５．選手控室はございません。また、会場内は禁煙となっています。喫煙は玄関の外側でお

願い致します。  

５．女子更衣室は１階コンコース後方女子トイレの前にあります。  

６．大会中は会場内での携帯電話の使用および、ボウラーズベンチ内へ持ち込みを禁止しま

す。やむを得ず持ち込む場合は電源スイッチを切るかマナーモ－ドにしてください。  

７．大会期間中の貴重品・所持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、一切の責任を負いません。  

 

-３- 



８．競技中ボールの損傷については大会本部及び競技場は一切の責任を負いません。  

９． 各選手の健康管理には充分ご注意下さい。万一、大会期間中に会場内での事故や病気が

発生した場合は、大会運営本部までご連絡下さい。  

10. 大会期間中に、摂取した飲物は指定のごみ箱へ、テープ等のごみは各ボックス横に置い

てあるゴミ箱に捨ててください。  

11. ボール置き場は、別紙ボール置き場の案内を参照ください。ボール置き場には貴重品等

を置かないようにしてください。宅配便で送られたボールは 1F に仮置きします。  

12. この監督会議室は監督会議終了後、ボール置き場となります。  

13. ボウリングボール等の輸送については、6 月 2２日 (木 )午後に到着するようお願い  

たします。  

14. 宅配業者は、ヤマト運輸のみとなります。６月２５日（土）各シフトの競技終了後受け

付けます。また、6 月 26 日（日）も、表彰式終了後に受けつけを行います。着払いま

たは往復での扱いのみの受付となります。 受付は 1 階コンコース奥に設置します。ヤ

マト運輸以外での往復便を利用された選手は各自での対応となりますのであらかじめご

承知おきください。  

15. ボールの搬出は、6 月 25 日（土）の予選終了後、選手権決定戦に出場する可能性の低

い選手は当日中にボールを搬出してください。搬出が困難な選手は 1 階仮置き場にボー

ルを置いて 1F 通用口から翌日に退場してください。ボールをセンターに置いた選手は、

翌日受付で検温後センターに入場し、速やかに 1F 通用口からボールを搬出してくださ

い。密を避けるため、コンコースも含め競技場への立ち入りはご遠慮ください。  

16. 駐車場については、６月２３日 (金 )～２６日 (日 )の間、足利スターレーンに駐車場に各

都道府県 4 人チームに 1 台の駐車スペースを確保しております。駐車票を発行しますの

で各車に提示願います。各連盟の指定場所に駐車をするようお願いいたします。指定数

以上の台数でご来会の際は、近くの有料駐車場をご利用下さい。最後に足利スターレー

ン駐車場でのトラブルなど一切の責任は負えませんので、マナーを守った上で譲り合い

でのご利用にご協力をお願いします。  

 

＊競技部＊  

１．プログラムに記載されております選手の氏名等で、誤字、脱字その他不明な点等ござい

ましたら、早めに申し出て下さい。  

２． 登録選手の変更については、所定の用紙に記入して監督会議終了までに提出して下さい。 

３．補欠選手との交代はシリーズごとに行うことができますが、交代する場合は競技開始 1

時間前までに提出してください。  

４．投球順の変更については、所定の用紙に記入して、各種目開始１時間前までに提出して

ください。ただし、後半戦開始前に変更することはできません。  

５．競技受付は中２階で、競技前に行います。  
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６．競技受付は、各団体監督または代表者が同一都道府県の選手の到着確認をした上でまと

めて行ってください。  

７．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う場合がありますので、ご注意くだ

さい。  

８．今回の大会より、1 ゲーム毎にレーン移動となります。男子の場合は 2 人チーム、4 人

チーム戦共、1 ゲーム終了後 1 ボックス右へ移動となります。各フロア２ゾーンに分か

れていますので、各ゾーンの中で移動をお願いいたします。女子の場合は 2x4 人打ちと

なり、2 人チーム戦は 1 ゲーム終了後１ボックス右へ移動、4 人チーム戦は 1 ゲーム終

了後 2 ボックス右へ移動となります。2 人チーム戦のみゾーン移動があります。4 人チ

ーム戦にはゾーン移動がありません。  

９．各シフト前半戦・後半戦の間に消毒作業を行います。前半戦が終了しましたら、各自荷

物をボウラーズベンチから引き揚げて、消毒作業の妨げにならない様にしてください。

消毒作業終了後、ゾーン移動をして指定のボックスに入ってください。女子 4 人チーム

戦は、荷物をボウラーズベンチから引き揚げ、消毒作業終了後に指定のボックスに入っ

てください。 なお前半戦 3 ゲームと後半戦 3 ゲーム中でのレーン移動時は、ボールバ

ックでの移動は行わずボールを持って移動してください。  

10. センターの階段は、ボールを運ぶ際には、上りはセンター内の通常使用の階段、下りは

別階段を使用し、一方通行でお願いいたします。なお、トリプルボールバッグなどボー

ルが 3 個以上入っているバッグに関しましては、階段では 2 人で運ぶようお願いいたし

ます。  

11 競技開始前の練習投球は前半、後半共に約５～７分間です。 「練習投球終了」のアナウ

ンスがありましたら、2 投目終了まで投げ切って練習投球を終了してください。  

 

＊審判部＊  

1．ＪＢＣ会員証、ボール検査合格証は、選手各自で携帯してください。競技中、審判員  

確認のための提示を求められた時は、ご協力ください。  

２．競技中審判員の立会が必要な場合は、挙手にてお知らせください。  

３．投球後のコンピューターのスコアは各自でチェックしてください。また、スコアの訂正

は、必ず審判員の立ち会いのもとで行ってください。  

４．ピン脱落、ピン倒れが明らかな場合であっても、必ず審判員を呼んでください。選手は

リセットボタンには触れないでください。  
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５．競技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）が

適用されます。スムースな競技運営にご協力ください。投球順を示す矢印が表示された

ら、速やかに投球を行ってください。チーム戦において、１投目選手に矢印が表示され

ているにも関わらず、前のフレームのアンカー選手の投球完了まで１投目選手が投球さ

れないチームが見受けられます。投球完了を待たず、１投目選手に矢印が表示されたら

速やかに投球を行ってください。  

６．審判員への異議申し立ては、全て監督を通じて行なって下さい。  

 

＊広報部＊  

１．大会の全成績は後日、各連盟代表メールアドレスへ送信します。  

２．個人情報について  

  大会参加選手の個人情報は、本大会の為の競技活動及び広報活動に関する業務に限り利

用いたします。  

 

＊記録部＊  

１．今大会は複写のスコアカードを使用しません。個人集計用紙をお配りしますので、全チ

ーム戦終了後に受付に提出ください。  

２．各競技の中間成績は、栃木県ボウリング連盟のホームぺージに開設した東日本ボウリン

グ選手権用の Web サイト  “https://jbctochigi.net/58th_easternjapan/ ”  に

掲載いたします。  下記の QR コードからもアクセスできます。  

成績に異議がある場合は監督を通じてお申し出下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

3.  選手権決定戦の出場者は、上記栃木県ボウリング連盟の Web サイトと  

JBC 公式 Facebook に競技終了後３０分位を目安に、掲載いたします。  

4．本大会における同位の裁定は次の通りとします。  

  選手権者決定戦の 1 位と 2 位が同点の場合、9・10 フレームの決定戦を決着がつくま  

で行い順位を決定する。その他は競技規定 133 条を適用する  

5．大会記録室（運営本部内）への入場は、関係者以外禁止いたします。  
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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 

 

＊褒賞部＊  

１．褒賞記録該当選手は、その場で審判員に申し出て下さい。審判員が確認のうえ、JBC 褒

賞記録申請書をお渡しますので必要事項を記入の上、提出ください。  

 

＊認証部＊  

１．大会認証報告  

         第 5８回東日本ボウリング選手権大会  

        足利スターレーン  

     №10９－２２  

     －  

   ２０２３年３月３１日  

      JBC 認定第４９号ピン  

２．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。また、事前にボール登録用紙に記入を行い登録料をお釣り

のないように準備をし、指定のボール登録時間に登録用紙と登録料を提出してください。

ボールは、1 回戦投球前までに全ての登録を行なってください。登録料は 2 個目のボー

ルから 1 個につき 500 円です。5 個以上のボール登録においては 1 個につき 1,000

円の特別保管料を徴収します。会場に持ち込んだすべてのボールを競技開始前に大会認

証部で必ず登録を行ってください。なお、原則としてボールの追加登録は認めません。  

３．補欠登録選手も競技開始前にボール登録を行ってください。その際、補欠登録確認書に

必要事項を記入の上、提出をお願いいたします。補欠登録確認書の提出がない場合、今

大会に参加していないものとして取り扱います。  

 

 

 

 

 

４．競技中に参加全競技者の中から無作為にボール再検査を実施します。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。  

５．万一、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。  大会期間中のみ有効の「ボール

検査合格証」を発行いたします。検査は指定のボール登録時間に、指定のシフトの選手

が検査可能です。  
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