
1 

 

 

 

T H E  T E A M  F E S T I V A L  2 0 2 3 

 

 

 

 

選 手 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主  催  公益財団法人全日本ボウリング協会 

 

特別協賛  ファイテン株式会社 

 

協  賛  株式会社アメリカンボウリングサービス 

レジェンドスター株式会社 

        

協  力  日本ボウリング機構（ＪＢＯ） ・ 株式会社ボウルスター 

         

        主  管  一般社団法人兵庫県ボウリング連盟 

 

 

 

 



2 

※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、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、IDカード・参加賞を配布します。配布場所は、3階 1レーン後方です。 

（引率者には IDカードのみ配布します） 

３．初回入場時、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）。37.5℃以上の場合、またはチェックシートの提出がない場合、場内へ入場す

ることはできません。なお、未成年者の場合は、親権者の署名も必要ですのでご注意下さい。 

４．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、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、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。 

５．ボール用タオルと筆記用具は各自でご持参下さい。 

６．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。  

 ７．競技開始前の挨拶における握手、ハンドタッチ、グータッチなど他選手との肌と肌が接触する行為は禁止

いたします（同一チーム内に限り認めます）。 

競技中の声出し、声援は禁止しませんが、発声する場合は必ずマスクを着用してください。 

 ８．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、その際は会話を慎んで下さい。 

 ９．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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各 部 説 明 

 

＊総務部＊ 

１．大会運営本部は 3 階１レーン後方のギャザリングルームＡ内に設けます。 

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いません。 

３．ボール置き場は、3 階ギャザリングルームＢ東側に設置します。 

施錠等は出来ませんので、貴重品は置かないようにして下さい。なお、ボール置き場での休憩はできません。 

４．会場内ボールの運搬は、エレベータを利用して下さい。 

（エスカレータでのボールの運搬は、転落事故防止の観点から、お控え下さい。） 

また、ボールを持たない方はエスカレータをご利用下さい。 

５．競技中以外の選手のボールバックは、必ずボール置き場に置いて下さい。 

６．大会期間中、場内は禁煙です。喫煙は 3F エレベータホール横の『喫煙ルーム内』でお願いします。 

７．競技場内・ボール置き場での食事は禁止します。 

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

９．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。 

10．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人が発生した場合は、大

会運営本部までご連絡下さい。 

11．大会期間中に、摂取した飲物やテープ等のごみは必ず各自で処分をお願いします。 

12．ボウリングボール等の輸送については、宅配業者の指定はありません。3 月 10 日（金）以降に到着するよう

お願いいたします。 

13．復路の宅配業者は「ゆうパック着払い」のみとなります。なお、配達日時の指定、および 25kg 以上の荷物

の取り扱いはできません。 

他の宅配業者で往復便をご利用の方は、個人で対応いただくことになります。 

復路の宅配業者の受付は、ボール置き場手前に設けます。 

伝票記入の上、指定場所に置いて下さい。集荷は月曜日以降になります。 

なお、液状ボールクリーナー・スプレー缶が入っている場合は引き受けされません。 

14．会場内へのボールの持ち込みは 6個以内です。今大会では、競技フロアへの持ち込み制限は行いません。 

15．参加選手は、大会期間中、常時入退場可能です。2 回目以降入場時は入口で ID カードを提示してください。 

16．チーム引率者は、事前に登録された方のみ、登録されたチームが競技する日のみ入場を認めます。IDカード

の使い回しは禁止です。 

17．駐車場の場所については、【別紙】「サザンモール六甲Ｂ６１２」第２駐車場のご案内を参照してください。 

18．開催センター（神戸六甲ボウル）の地下駐車場の利用は、以下の通りでお願いします。 

・「ボールの積み下ろし時のみ」の利用に制限。 

駐車券をセンターフロントへ持参し、割引処置（無料）を受けて出庫の上、所定の駐車場をご利用下さい。 

・長時間（30分以上）の駐車には、割引処置はありませんので、各自でお支払い下さい 

(最大料金の適用なし)。  

 

＊競技部＊ 

１．チーム名・選手名・ハンディキャップは選手名簿に記載の通りです。誤字、脱字その他不明な点等ございま
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したら、早めに申し出て下さい。 

２．競技受付はチームメンバー全員が揃ったことを確認のうえ、チーム代表者が各シフト開始時刻の 30 分前ま

でに完了させて下さい。その際、JBC 会員証（JBC 会員のみ）・使用ボール登録用紙を競技受付に提示して

ください。（複数種目にエントリーしている場合、それぞれの種目の競技受付で会員証・使用ボール登録用紙

を提示してください） 

  競技受付は 3F 1 レーン後方に設けます。 

３．チーム名・登録選手・投球順の変更は、「チーム名・選手・投球順変更届」に記入して、その種目の競技受付

終了時間までに競技受付へ提出して下さい。 

４．個人単位で申し込んだチーム（メイクチーム）がチーム名を変更する場合、大会当日、メンバー間で話し合

いの上、「チーム名・選手・投球順変更届」を提出してください。 

５．記録用紙、投球順リボンは競技受付時に渡します。予選終了後、進行席横に設置している回収箱に提出して

下さい。 

６．申し込みの投球順に基づき、チーム戦（5 人）予選レギュラー方式における氏名のモニター表示は以下の通

りです。 

第２投球者：奇数レーン１投目    第１投球者：偶数レーン１投目 

第４投球者：奇数レーン２投目    第３投球者：偶数レーン２投目 

                  第５投球者：偶数レーン３投目 

７．1 ゲームごとにレーン移動を行います。ゲーム移動時、ボールバッグは持たず、ボールのみ持って移動して

ください。次の投球レーンに氏名が表示されたら、順次競技を開始してください。 

８．但し、レギュラー方式の予選終了後、ベーカー方式・スカッチダブルス方式の 1ゲーム目のレーン移動時の

み荷物を全て持って移動してください。一斉スタートを行います。次に投球するレーンで待機をお願いしま

す。（2ゲーム目以降は、順次競技を行ってください。） 

９．ベーカー方式・スカッチダブルス方式では、モニターにチーム名のみを表示します。 

10．ベーカー方式では、ゲームごとに投球順を変更できます。投球順を示すリボンの交換は各ゲーム開始前に完

了して下さい。リボンは袖（利き腕ではない方）に着用してください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

11．スカッチダブルス方式では、投球順の変更はできません。申し込みの投球順で競技を行ってください。 

12．練習投球は、レギュラー方式開始前に行います。ベーカー方式、スカッチダブルス方式の開始前には行いま

せん。練習時間は、ダブルス戦８分、トリオ戦 8分、チーム戦７分です。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。 

13．引率者は、ボウラーズエリア内に立ち入ることはできません。 

14. 今大会では、競技中に BGMを流す他、決勝においては実況・解説の声が聞こえたり照明の明るさ・色温度の

変更など通常の大会とは異なる演出があります。 

 

トリオ戦 

リボンの色 投球フレーム 

白色 １・４・７・１０ 

緑色 ２・５・８ 

赤色 ３・６・９ 

チーム戦（５人） 

リボンの色 投球フレーム 

白色 １・６ 

緑色 ２・７ 

赤色 ３・８ 

水色 ４・９ 

黄色 ５・１０ 
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＊審判部＊ 

１．JBC 会員は、JBC 会員証、ボール検査合格証を携帯し、提示要請があったときは速やかに提示して下さい。 

２．競技中の審判員の立ち会いが必要な場合には挙手して下さい。 

３．１投目投球前の明らかなピン脱落、ピン倒れは、審判員及びセンタースタッフに対応を依頼して下さい。 

４．ハンドコンディショナーは、ボウラーズエリアの後方に専用の箱を設置しますので、そちらに入れてご利用

下さい。 

５．ボールリターンには、1 人 1 球のみボールを置いて下さい。 

６．操作パネル・リセットボタン・トラブルボタンの操作は、すべて審判員・センタースタッフにて行います。

選手は触らないで下さい。 

 

＊広報部＊ 

１．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．成績発表は結果がまとまり次第、場内放送・オーバーヘッドモニターに表示します。 

２．発表された記録に対して異議のある場合は、進行席に申し出て下さい。 

３．大会記録室への入場は、関係者以外禁止いたします。 

 

＊褒賞部＊ 

１．褒賞バッジ（ベーカー方式は賞状）は、大会終了後、所属連盟を通じてお渡しします。（JBC 会員のみ） 

褒章申請書の記入は不要ですが、特別技能賞（オールスペア・ダッチマン・スプリット）達成時は競技役員

に申告してください。 

２．今大会はダブルス戦でスカッチダブルス方式を採用しているため、今大会の特例措置として、スカッチダブ

ルス方式でも褒賞（賞状）を贈呈します（JBC 会員のみ）。そのスコア基準は、ベーカー方式に準じます。 

３．今大会では、参加全チームに順位に応じた副賞を用意しています。決勝に残ることが出来なかったチームは、

予選の競技終了後、最後に投球したボックス内で待機をお願いします。（各ボックスに巡回して配布します

ので、受け取り前に帰宅しないでください） 

なお、21～24 レーンは決勝で使用しますので、該当レーンで投球終了したチームは、37～40 レーンへ移動

して待機をお願いします。 

 

＊認証部＊ 

１．原則、当日ボール検査は行いません。JBC 会員は事前に所属団体でボール検査合格証の発行を受けて下さい。 

２．会場に持ち込んだボールは、競技開始前に全て登録を行なって下さい。（6 個まで） 

ボール登録は、競技受付時に使用ボール登録用紙を提出してください。（複数種目にエントリーしている場

合、それぞれの種目の競技受付で提出してください） 

個人単位で申し込んだチーム（メイクチーム）は、大会当日、用紙 1 枚に取りまとめた上で提出をお願いし

ます。 

３．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下さい。 
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災害時の避難先（緊急避難場所・避難所）案内 
 

 

 

避難場所 
烏帽子 
中学校 

神戸市灘区烏帽子町 
 1-2-1 

078-851-5777 

 

 

  



7 

【別紙】 

「サザンモール六甲Ｂ６１２」 第２駐車場のご案内 

 

本大会会場となる「グランド六甲ビル」の駐車場には収容台数に限りがあり、他のテナントの 

お客様も使用されることから、本大会ではグランド六甲ビルの駐車料金割引が適用されません。 

 

※「ボールバッグ積み降ろし」に限り、割引処置(無料)をセンターフロントにて対応いただけます。 

  駐車券をセンターフロントに持参の上、割引処置を受けて下さい。 

 

※入庫時間から、「ボールバッグ積み降ろし以外の駐車」と見受けられた駐車券には、割引処置は対応いただ

けません。駐車料金は、各自でお支払い下さい。（最大料金の適用無し） 

 

★大会期間中は、「サザンモール六甲 B612 第 2 駐車場」をご利用下さい。 

（会場より徒歩 10 分） 

 

会場周辺地図(Yahoo! JAPAN 地図より転載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 駐車場の利用料金、並びに適用エリアの説明は、次ページを参照ください。 
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「サザンモール六甲 B612 第 2 駐車場」の案内は、以下の通りとなります。 

 

 （駐車料金：１日¥500、留置きした場合 2 日で￥1000 となります。） 

 

 

【重要】 

３カ所ある入場口のうち、R43 西側(○)からご入場のうえ、ＧＯＬＦ５側の 

第２駐車場（☆印の箇所）に駐車して下さい。  

 

（ハーレーダビッドソン側の第１駐車場(×印の箇所)には、最大料金が適用されません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、第２駐車場内に「スロープより上の駐車場は 21：45 以降利用できません」の表示が 

ありますが、スロープより上も 24 時間利用可能です。（当該施設に確認済み） 

 

 

以上 

 


