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日時  2023 年 2 月 20 日(月) 10：00～ 

会場  キョーイチボウル宇治 

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） 

主管  全日本学生ボウリング連合 

    関西学生ボウリング連盟 
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※ はじめに 

 

１ ． 監督・主将会議には各都道府県連盟、学連各校代表者 1名の出席をお願いいたします。

男子および女子が参加する都道府県連盟、大学も 1名のみの出席となります。 

なお、主将会議出席のため男子 B組の代表者 1名のみ、他シフトと同時刻からの入場 

を認めます。 

    

２ ． 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。事前に登録された監督（引率者）、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。 

 

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。 

 

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 ． 選手、監督（引率者）、大会関係者等へＩＤカードを配布します。また選手には参加賞

等とともに配布します。配布時にＪＢＣ会員証を ID カードケースに入れますので、

ＪＢＣ会員証をご用意ください。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。 なお、ＩＤカードは回収しま

せんので、必ず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） 

ID カードの再発行は、監督・代表者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。 

 

６ ． ボールふきタオルと筆記用具は各自でご持参ください。 

７ ． ボウリング場内では、距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合を除き、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。 投球中（アプロー

チに上がってから、降りるまで）及び１投目から２投目にかけての待ち時間は着用を

義務付けませんが、着用しない場合は会話・発声を慎むようにしてください。 
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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・歓声（スピーカー等

を用いる場合を含む）も禁止いたします。 

９ ． 競技会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 

 

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/ 

 

 

  （別紙） 

 

 

  

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/newlifestyle/index.html
https://corona.go.jp/proposal/
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各部説明資料 

 

【総務部】 

1. ボールバッグ送付 

会場へボールバッグ等を送る場合は、大学名を記載のうえ 19日(日)午後以降着くよう日時を

指定してください。 

復路は「ゆうパック」の着払いのみの取り扱いとなります。指定場所へ宅配伝票を貼り付け

て置き、伝票の１枚目（控）を持ち帰ってください。 

また引き受けできる大きさは、３辺計 170cm以内、重さは 25kgまでです。 

大会翌日の発送になる場合がありますので、配達期日指定は不可です。ご了承いただける方

のみご利用ください。 

なお、航空搭載地域へ送付の際、引火性液体（液状ボールクリーナー等）、高圧ガスを含んだ

スプレー缶（テープのり、シューズ消臭等）が入っている場合は引受されません。 

2. 今大会期間中、競技会場内は禁煙となります。 

3. 大会期間中の貴重品・所持品並びに駐車中の車両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、 主催者、主管連盟、センターは一切の責任を負いま

せん。 

4. 大会期間中の使用ボールの損傷、盗難については一切責任を負いませんので、予めご了承く

ださい。 

5. 領収書を希望される際は、各連盟、各大学の代表者が大会初日に競技本部へお越しください。 

6. 各選手の健康管理には充分御注意ください。万一、大会期間中に会場内での事故や病人が発

生した場合は、大会運営本部まで御連絡ください。 

7. ボウリング場外では、都道府県名や大学名が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。 

8. 配布のＩＤカードは会場内において競技中以外は首から下げて着用してください。競技会場

から離れる際、ボールバッグなどに置いて帰らないようご注意ください。（翌朝入場時に必要

となります） 

9. 大会日程表で選手の入・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。 

10. 監督（引率者）の入・退場について、登録された都道府県連盟（学生連合は大学）の選手が

入場可能な時間にのみ、場内への入場を認めます。 

11. 他選手と接触行為のハンドタッチ（グータッチ、肘や足タッチを含む）は禁止いたします。 

12. 2 日目および 3 日目のセンター入場時刻は午前 8 時 15 分からとなります。 
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【競技部】 

1. シフト及び氏名、大学名などは大会プログラム、レーン配当表をご参照ください。 

誤字脱字その他ご不明な点がありましたら競技本部まで申し出てください。 

2. 競技スケジュールが予定通り進むよう全選手のご協力をお願いいたします。 

投球時の牽制は 1 レーン牽制とし、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）を適用します。 

3. 男女とも各日、会場への入場手続きをもって受付といたします。 

4. ハンドコンディショナーの類はボウラーズエリア内への持ち込みが禁止されておりますので、

使用される場合はボウラーズエリアの後方に置くようにしてください。 

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 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いますので、ご注意ください。 

6. 競技前に挨拶を行いますが、握手はしないでください。また、ハンドタッチ、グータッチ（肘

や足タッチを含む）も禁止します。 

7. ボールを拭くタオルの用意はありません。タオルは各自でご用意をお願いします。 

8. 予選および準決勝終了後、次点第２位まで発表します。なお、次点第３位以下の繰上げは行

いません。 

9. 練習投球終了後、「2 投目」となっているレーンは、もう 1 球投球して、「1 投目」にセット

して下さい。 

10. ボウリング場内では、距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合を除き、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。 投球中（アプローチに上

がってから、降りるまで）及び１投目から２投目にかけての待ち時間は着用を義務付けませ

んが、着用しない場合は会話・発声を慎むようにしてください。 
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【進行部】 

1. 競技中に生じた飲料ゴミ等は、その都度各自で処分してください。なお、毎年ボックス内に

テープや飲み残しのペットボトルが残されていることが多く、センターから指摘を受けてお

ります。競技終了後は必ずゴミがない状態にしてから退出してください。 

2. 式典について 

① 開会式について 

・開会式には女子選手および男子 A 組の選手全員、開始時刻までに競技フロアに集合のうえ、

1 回戦投球レーンのボウラーズベンチに着席してお待ちください。17 レーンから 22 レー

ンは役員席として使用しますので、該当選手はコンコースにてご参加ください。監督（引

率者）はコンコースにてご参加ください。 

・開会式終了まで、ボール等をボールラックおよびボウラーズベンチに出さないでください。

ボールバックはベンチ後方に整理しておいてください。 

・入場行進は行いません。今大会、連合旗および連盟旗の持参は不要です。 

・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」ではありませんので、発声はしないでください。 

 

② 優勝杯返還について 

・予選 1 回戦開始前に行います。前年度優勝された選手はアナウンスに従い、優勝杯を持って

中央へお越しください。 

 

③ 閉会式について 

・閉会式には表彰対象選手全員がユニフォーム、各自持参の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集合してください。 

（ボウリング場によるシューズの貸し出しはありません。他選手とのシューズの貸し借りも

控えてください。） 

・表彰式にもマスクを着用してご参加ください。希望者は写真撮影時のみマスクを外してくだ

さい。（強制ではありません） 

・表彰選手は名前を呼ばれたらすみやかに中央へお越しください。 

・表彰後は記念撮影を行います。放送の指示があるまでそのままの姿勢を保持してください。

写真撮影の後は、もとのボウラーズベンチにお戻りください。 

・表彰時の写真撮影は禁止いたしませんが、蜜を避け譲り合ってお願いします。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

もご覧ください。 

・男女選手権者の選手は閉会式終了後、優勝杯、賞状、メダルを持って速やかに中央へ集合し

てください。記念撮影を行います。 



6 

【審判部】 

1. ＪＢＣ会員証・ボール検査合格証は大会期間中、常に携帯してください。 

2. 競技中、ピン立てやマシンのトラブル等、審判員の立ち合いが必要な場合は、挙手してお知

らせください。 

3. 投球後のコンピューターのスコアは、各自で確認してください。尚、スコアの訂正は挙手の

うえ審判員立会いのもと、センタースタッフが行います。  

4. 褒賞記録が出た場合は、そのシリーズ終了後、褒賞申請用紙を記入して競技本部まで提出し

てください。 

5. 競技進行が著しく遅れている原因が競技者にある場合には、スローボウリング（競技規則第

134 条）適用となります。競技者は、自分の投球順で左右の隣接するレーンがあいている場

合、直ちに投球体制を取ってください。1 レーン牽制にて投球するよう、全選手のご協力を

お願いいたします。 

 

【認証部】 

1. ボール登録について 

・原則、ボールの当日検量は行いません。選手は事前に所属連盟にてボール検査合格証の発

行を受けてください。 

・会場に持ち込んだボールはすべてボール登録を行ってください。ボール置き場に置いてあ

るボールも同様です。使用しないボールはセンターに持ち込まないようにしてください。

なお、競技開始後のボール追加登録は原則として認めません。 

・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してください。 

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

 ・使用ボール登録証提出の際にはＪＢＣ会員証とボール検査合格証をお持ちください。 

 ・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。 
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 登録料は以下の通りです。 

個数 一個 二個 三個 四個 五個 六個 

登録料 ０ ５００ １,０００ １,５００ ２,０００ ２,５００ 

特別保管料 ０ ０ ０ ０ １,０００ ２,０００ 

計 ０ ５００ １,０００ １,５００ ３,０００ ４,５００ 

※７個以降は 1 球につき登録料をプラス５００円ずつ、特別保管料をプラス１０００円ずつ徴
収します。 

 

2. ランダム検量について 

 参加全競技者の中から無作為に対象者を抽出し、ボール検査を実施します。シフト終了後、

主管役員より指名された選手は速やかにボール検査に協力してください。登録されていない

ボールを会場に持ち込んだ場合、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、

注意してください。 

 

【記録部】 

1. 記録ミスについて 

 1 回目「警告」2 回目「失格」となりますので各々十分ご注意ください。 

2. 個人記録集計用紙およびスコアカードについて 

個人集計用紙は所属連盟、大学名、シフト名、レーン№、JBC 番号、名前（ふりがな）、選手

サインなどを丁寧に記入した上で、予選 4 回戦終了後、準決勝および決勝戦終了後、速やか

に競技本部に提出してください。 

スコアカードは、各シフト競技終了後 5 分以内に[正]のみを記録提出箱に提出してください。 

3. 大会入賞者一覧表のみ配布いたします。最終成績表は大会終了の翌日以降に各地区学連の代

表者および各都道府県連盟へメールにて配信いたします。 
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