
公益社団法人 日本プロボウリング協会承認大会 

 

ボウリング振興会「TEAM-USAGI」 

創立 10 周年記念チャリティーボウリング大会 

開催要項(決定稿) 2019／12／9 
 

【主催】 ボウリング振興会「TEAM-USAGI」本部／創立 10 周年記念大会実行委員会 

 

 

【承認】 公益社団法人 日本プロボウリング協会 (承認番号 2019-32) 

 

 

【後援】 埼玉県<公認ロゴマーク使用許可>  

     テレビ埼玉<公認ロゴマーク使用許可>  

埼玉県ボウリング場協会 

 

 

【協賛】 岡野運送株式会社／大塚産業株式会社／株式会社メモリード／株式会社ファイテン 

        アサヒボウリングサービス株式会社／T×SPORT BOWLING／ハイ・スポーツ社 

     レジェンドスター／サンブリッジ／BowlingFactory S・Ken／naosato 

(有)フィクス／他各社様・個人協賛者様各位 

          

＜協賛金の 5％をチャリティー金にさせて頂きます＞ 

 

 

【協力】 日本プロボウリング協会 埼玉地区 

日本プロボウリング協会 城東地区 

新狭山グランドボウル／東大和グランドボウル 

岡野運送株式会社 入間営業所 



 

 

【開催期日】 2019 年（令和元年）１2 月１5 日(日) 

 

 

 

【開催会場】 新狭山グランドボウル 全館貸切  

＜ブランズウィック 合成レーン（システム 300） 52 レ－ン＞ 

（1．2 レーン予備レーン） 

        〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山 1-1-9 TEL04-2952-2111 担当：川口真一プロ 

 

 

 

【参加プロボウラー】：公益社団法人 日本プロボウリング協会公認プロボウラー 

                  25 名（別紙にてご紹介） 

＜参加プロボウラーの皆様からも一律 1000 円のチャリティー金を頂戴致します＞ 

 

 

 

【取材メディア】 ベースボールマガジン社・ボウリングマガジン 

 

 

 

【募金先】 埼玉県シラコバト長寿社会福祉基金 

 

 

 

【参加資格】 当振興会の活動理念(スポーツボウリング普及)に基づき、 

アマチュアマイボウラー（性別・年齢・経験値不問） 

 

 

 

【募集人数】 ＜先着＞最大２２５名（実行委員会推薦枠含む） 

 

 

 

【一般受付】 詳しい申込・お支払方法は別紙にてご説明しております。 

    

 

 



 

 

【参加費】  一般          ９０００円（チャリティー金１０００円含む） 

      「TEAM-USAGI」正会員 ８５００円（チャリティー金１０００円含む） 

 

 

 

【競技方法】  前後半３ゲームの計 6 ゲーム個人戦（H/C 込総トータルピンにより順位決定） 

 

 

 

【H/C】   一般男性 0 ピン／60 歳以上男性 １０ピン／一般女性 １５ピン  

60 歳以上女性 20 ピン／高校生未満 20 ピン／中学生未満 ３０ピン 

 

 

 

【イベントゲーム】 個人戦結果集計中に行うイベントゲーム 

（内容）ＢＯＸ単位によるベーカー式チーム戦 

 

 

 

【褒賞】  個人戦 優勝〜5 位／飛び賞（７位 及び 10 位〜10 飛び）／BB 賞／BM 賞 

            テレビ埼玉賞 

      イベントゲームのチーム戦 優勝～５位・７位・ＢＢ賞 

         その他抽選賞多数ご用意しております。 

        ＜恐れ入りますが参加プロの皆様、1 点抽選賞用の賞品のご用意をお願い致します＞ 

 

 

【観戦料】 1000 円（全額チャリティー金とさせて頂きます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎参加男子プロボウラー20 名 

 お名前 期 NO. 「TEAM-USAGI」 所属 

 正田晃也プロ 44 期 1092  近亀時計店／さくら 

ベースボールマガジン社 

 松本智弥プロ 45 期 1117 正規サポートプロ 

記念大会実行委員 

ラウンドワン 

 人見啓二朗プロ 47 期 1159  平和島スターボウル 

ハイ・スポーツ社 

シードプロ 遠藤 誠プロ 47 期 1160 正規サポートプロ 

 

プロショップ VEGA 

 竹田真人プロ 47 期 1187 正規サポートプロ 

記念大会実行委員 

フリー 

シードプロ 和田秀和プロ 48 期 1190  ボウルアロー八尾 

ABS 

シードプロ 越後裕哉プロ 48 期 1191  世田谷オークラボウル 

ABS 

 中村陽介プロ 48 期 1204 正規サポートプロ 

記念大会実行委員 

ラウンドワン 

ハイ・スポーツ社 

 中野太陽プロ 49 期 1231 正規サポートプロ フリー／T×SPORT 

Trattoria Luna 

 大関隆之プロ 49 期 1245 正規サポートプロ 

実行委員事務局 

ラウンドワン 

ハイ・スポーツ社 

 川口真一プロ 50 期 1262 正規親交プロ 

 

新狭山グランドボウル 

ハイ・スポーツ社 

 稲葉竜太プロ 51 期 1275 正規親交プロ 

 

アイビーボウル越谷 

 松岡秀法プロ 51 期 1281 正規サポートプロ 

 

ラウンドワン 

 佐藤  匡プロ 52 期 1299 正規サポートプロ 

 

弥彦ラビットボウル 

 西川弘文プロ 52 期 1309 正規サポートプロ 

記念大会実行委員 

フリー 

 橋本  明プロ 52 期 1311 正規サポートプロ 

 

丸山産業 

 戸辺  誠プロ 55 期 1372  ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｼﾃｨﾗｸﾞｿﾞｰ 

T×SPORT 

 佐藤修斗プロ 55 期 1375 正規サポートプロ 

 

サウンドストリー 

 柿沼貴史プロ 57 期 1403 正規サポートプロ 

 

フリー 

 原田裕史プロ 57 期 1406 正規サポートプロ 

 

フリー 



◎参加女子プロボウラー5 名 

 渡辺けあきプロ 45期 488 2019 東海オープン 

優勝 

81produce 

ABS 

シードプロ 山田  幸プロ 48期 524  ボウルアロー 

ABS 

 岡本明菜プロ 49期 547  オプトボウルタカダ 

T×SPORT 

セカンド 

シードプロ 

越智真南プロ 51期 568  平和島スターボウル 

サンブリッジ 

 須田久美子プロ 51期 574  東大和グランドボウル 

Steel Sports 

 

 

 

 

実行委員会推薦枠参加者 

小倉賢士さん 元埼玉地区所属プロボウラー 

渡辺大樹さん 漫画家 きゅぽかの杯開催者 

吉田由美子さん 埼玉を代表する女子トップアマ 

小野詩織さん ラウンドワンわらび店社員 

樋口智晃さん ラウンドワン入間店社員 

松岡達也さん ラウンドワンダイバーシティ東京プラザ店社員 

武内良樹さん 「TEAM-USAGI」official カメラマン 

＜実行委員会推薦枠にて出場の方も一律 1000 円のチャリティー金を頂戴致します＞ 

 

 

 



 

◎タイムスケジュール＜改定＞ 
   進行状況により多少の変更が生じる事がございますが、予めご了承の上ご協力願います。 

( )内は改定前 

7:45(7:15) センター開場 

8:00～8:45 参加者受付 (7:30～8:15) 

9:00～9:10 

(8:25～8:30) 

参加者ミーティング＜大会進行説明・注意事項説明＞ 

              （進行：中村陽介プロ・大関隆之プロ） 

承認証書授与式（プレゼンター 正田晃也プロ） 

開会宣言（実行委員長 大山明彦） 

9:15～9:30 練習ボール＜15 分間＞ (8:30～8:45) 

9:30～12:00 

(8:45～12:15) 

前半 3 ゲーム（アメリカン方式・1 レーン牽制） 

＜プロは 1 ゲーム毎にレーン移動＞ 

(12:15～12:25) 開会式準備・レーン移動（3～26⇔27～52 入れ替え） 

準備が整い次第開会式開始致します。 

12:20～13:00 

＜暫定時間＞ 

(12:25～13:00) 

開会式（司会進行：大関隆之プロ・中村陽介プロ） 

① 主催者挨拶（セクレタリー／会長 川崎正一） 

② 実行委員長挨拶（東日本ブロック長 大山明彦） 

＜ここまでアプローチ上に実行委員全員登壇（プロ含む）＞ 

③ 新狭山グランドボウルセンターマネージャー様挨拶 森西義治プロ 

④ 埼玉県福祉政策課 相子知行様へ目録贈呈・当振興会へ協力章授与 

ご挨拶 

⑤ 来賓代表者様挨拶／岡野運送株式会社代表取締役社長 岡野秀昭様 

⑥ 来賓者様・実行委員会推薦枠出場者ご紹介 

⑦ 参加プロボウラー紹介／プロ集合写真撮影・プロ＆実行委員撮影 

＜撮影：「TEAM-USAGI」オフィシャルカメラマン 武内良樹＞ 

13:00～14:00 昼食休憩 (13:00～13:30) 

14:00～14:10 練習ボール＜10 分間＞ (13:30～13:40) 

14:10～16:40 

(13:40～17:10) 

後半 3 ゲーム（アメリカン方式・1 レーン牽制） 

＜プロは 1 ゲーム毎にレーン移動＞ 

16:40～17:00 結果集計・イベントゲーム (17:10～17:30) 

17:00～17:15 

(17:30～17:40) 

使用レーン縮小（1〜14 レーン一般開放）・参加者後片付け 

17:15～19:00 

(17:40～19:00) 

<抽選会お楽しみに＞ 

全員での写真撮影 

＜撮影：「TEAM-USAGI」オフィシャルカメラマン 武内良樹＞ 

表彰式・抽選会（進行：大関隆之プロ・中村陽介プロ） 

閉会式（司会進行：大関隆之プロ・中村陽介プロ） 

➀総括挨拶 新狭山グランドボウルアシスタントマネージャー 

 川口真一プロ 

②閉会宣言／実行委員長 大山明彦 



ご説明・注意事項 

承認詳細について 

   

今大会はプロアマ共に賞金を出さない申請にてプロボウリング協会より承認を頂いております。 

 

参加申込・エントリー完了について 

  

ボウリング振興会「TEAM-USAGI」ホームページ 

（http://bowling-association-team-usagi.com）内の 

 創立 10 周年記念チャリティーボウリング大会ページ・申込案内ページを開設いたします 

（2019/8/1 公開済） 

申込方法は申込案内ページでご案内する雛形をご使用、又は、必要事項をご記入の上、 

フォーム・メール・FAX でのお申込と致します。 

また、新狭山グランドボウルフロントでもお申込を受け付けます。 

（フロントのみ、現金受付、電話受付不可） 

 

参加プロ経由・実行委員会推薦枠出場者経由でのお申込も可能とさせて頂きます。 

 

受信時間順にお名前を申込受付確認ページに掲載致します。 

 

お仲間でご参加の場合、代表者が全員分の情報を入力の上送信願います。 

＜代表者を含め 5 名までのお申込みとさせていただきます＞ 

 

尚、イベント保険加入の関係上、生年月日等個人情報も必要となりますので代表者様ご留意をお

願いいたします。 

 

申込受付ページにお名前が掲載されましたら、参加費をお振込下さい。 

お仲間でお申込の場合、全員分を代表者名にてお振込下さい。（振込締切期日 2019/12/14） 

 

振込確認後、エントリー完了ページに掲載致します。 

 

【特にお仲間でお申込で同 BOX ご希望の方は早めのエントリー完了をお勧め致します。 

先着順でレーン割も行いますので、ご希望に添えなくなる場合もございます。予めご理解の上お

申込・お振込をお願い致します。】 

 

 

https://d.docs.live.net/5700165d4f72b490/ボウリング振興会「TEAM-USAGI」/10周年記念大会関係/ボウリング振興会「TEAM-USAGI」ホームページ（http:/bowling-association-team-usagi.com）
https://d.docs.live.net/5700165d4f72b490/ボウリング振興会「TEAM-USAGI」/10周年記念大会関係/ボウリング振興会「TEAM-USAGI」ホームページ（http:/bowling-association-team-usagi.com）


 

新狭山グランドボウルでお申込の場合は、フロントにて参加費をお支払い下さい。 

 

期日迄に振込が確認できない場合は無効と致します。 

 

キャンセルご返金は 2019/11/30 までで終了致しました。 

 

2019/12/1 以降のキャンセルにつきましては理由の如何を問わず返金出来ませんので、予め

ご了承下さい。（新狭山グランドボウル申込の方も同様です。） 

 

新狭山グランドボウルでお申込の方のキャンセルにつきましては、新狭山グランドボウルへご連

絡お願い致します。。 

 

その他、必要と判断した場合、実行委員会事務局よりご連絡を差し上げる事がありますので、予

めご承知おき下さいますようお願いいたします。 

 

なお、2019KUWATA CUP の開催が決まり、各地で予選会が行われております。 

 11 月末まで予選会が行われ、県大会進出者の発表は各センター様で違うようです。 

 12 月に入ってから発表のセンター様もあると伺っております。 

  

 県大会進出者の方にはお祝いも込めまして、特例としてキャンセルを受け付けます。 

 県大会進出が決まり次第下記の専用メールアドレスに、県大会進出とお書き頂き、 

 お名前・振込先をご連絡下さい。振込手数料をひいた参加費をお返しいたします。 

 

 この特例は 2019KUWATA CUP 県大会進出者のみの適用です。 

 その他の方のキャンセルは 12/1 以降は一切返金出来ませんのでご承知おき下さい。 

 

 

 10th.anniversary.cancel＠bowling-association-team-usagi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報の管理について 

申込等で知り得た個人情報は、実行委員会事務局にて厳重に管理致します。 

また、この記念大会の申込以外の目的では使用致しません。 

 

 

レーン指定について 

今大会は大勢の参加者募集の為、当日のレーン抽選は混乱を避ける為致しません。 

 

実行委員会事務局にて決めさせて頂き、2019/12/12（予定）ホームページ大会ページ 

大会 Facebook ページにレーン割を発表致します。 

（参加者に変更が生じる場合がございますので、当日掲示板にてご確認お願い致します。） 

 

お仲間でご参加の場合は出来る限り同 BOX 又は 近くの BOX に致します。 

 

先着順に 52 番レーン側より指定させて頂きますので予めご理解ご協力をお願いいたします。 

 

なお、前後半でレーン移動がございます。中央を基本に左右入れ替えの予定です。 

 

なお、エントリー完了名簿・レーン割は Facebook 創立 10 周年記念大会ページにも掲載致し

ます。 

 

 

メンテナンス情報・レーンコンディションについて 

メンテナンスマシンは「FLEX WALKER」です。 

使用オイルは、フォワード＜ＦＩＲＥ＞・リバース＜ＩＣＥ＞ 

 

今大会は競技大会ではございませんので、比較的打ち易いが実はそこまでハイスコではないよう

なスポーツボウリングの魅力を皆様に楽しんで頂けるコンディションを作成して頂きました。 

（コンディション作成・新狭山グランドボウルアシスタントマネージャー 川口真一プロ） 

コンディション表は巻末資料 

 

ボール持込制限について 

今大会は大勢のお客様をお迎えするため、ボールバッグで通路が塞がれる可能性がございます。 

 

誠に恐れ入りますが場内への持込ボールは４個までの制限をさせて頂きます。 

 

ボール置き場をご用意致しますので、４個以上持ち込まれた場合の使用しないボールバッグはボ

ール置き場に置いて頂きますようお願いいたします。尚、管理は各自でお願い致します。 



 

お客様（参加者・観覧者）の開場について 

 お客様のセンター開場は 7：45 とさせて頂きます。(改定前 7：15) 

  

出入口は正面・駐車場側双方使用可能です。 

 

駐車場について 

 使用料は無料です。新狭山グランドボウル様の駐車場は 90 台程です。 

先着順で停めて下さい。 

 

 万一、センター内の駐車場が満車となった場合、第 2 駐車場をご利用頂きます。 

（センター⇔第 2 駐車場間で送迎バスの運行を予定。） 

 

 駐車場内に係員を配置致しますので、係員の誘導に従って頂けますようお願い致します。 

 

 尚、駐車場内（第 2 駐車場も含む）での車両事故・接触・盗難・に関しましては、主催者・セン

ターは一切責任を負いませんので予めご留意願います。（イベント保険の対象にもなりません）          

 

 

受付・投球準備について 

 参加者の受付は 8:00 より始めますが、大勢のお客様をお迎えするため、 

 混雑時には時間差で受付を済ませて頂けますよう、ご協力お願いいたします。 

 

 （受付時間 8:00～8:45）＜準備が整い次第、予定時間より早く開始する場合がございます＞ 

 

 受付前に指定レーン付近にボール等の搬入・待機して頂いて結構ですが、必ず時間内に受付を済

まされますようお願いいたします。 

 

 9:00～参加者ミーティングを行った後 9:15 より練習ボールを開始致しますので、早めの投球

準備をお願いいたします。場内かなりの混雑が予想されます。皆様のお気遣いお願いいたします。 

 

 参加者の受付が終了次第、観戦の方々の観戦チャリティー受付を開始致します。 

  

 多くのチャリティー金をお渡ししたい為、観戦の皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 



 

 

イベントゲームの詳細 

 最終ゲームで入ったプロを含むＢＯＸ単位でのベーカー方式１ゲームのチーム戦です。 

 

 ベーカー方式ですので１名が１フレームを投球します。 

 ボックスにより投球人数に差が生じる可能性がありますので、 

 最終ゲームで入ったプロがリーダーとなり、投球フレームを誰が投げるかを指定して頂きます。 

 ここでのプロの采配がゲームを左右する事になりますので、プロの責任重大です(^^)v 

 

Ｈ/Ｃ無しで１ゲームをＢＯＸ単位で争って頂きます。 

 

このチーム戦に向かって、個人戦中にＢＯＸ内で親交を深めてわいわい楽しんでください。 

 

 

イベントゲーム終了後の使用レーン縮小について 

1～14 レーンはイベントゲーム終了後、一般営業になります。 

 

該当レーンにお入りになった参加者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、個人戦終了～

イベントゲーム中に早めの片付けにご協力をお願いいたします。 

 

イベントゲーム終了後、速やかにレーンを開けて頂きますようご協力お願い致します。 

 

写真・動画撮影・ライブ配信・メディア取材について 

 開場より終了まで、主催者・メディアによる写真撮影・動画撮影・ライブ配信を行います。 

 ＜写真撮影：「TEAM-USAGI」オフィシャルカメラマン 武内良樹＞ 

  

ゲーム中にも撮影を行いますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

 イベントゲーム終了後、参加者全員での記念写真の撮影もございます。 

 

 なお、主催者による撮影・ライブ配信の権利は当振興会に帰属するものと致します。 

 当振興会ホームページ・Facebook・Youtube 等に掲載・配信させて頂きまので、予めご理解

の程お願いいたします。また、メディア取材へのご協力もお願いいたします。 

 

 参加者皆様による写真・動画撮影は自由と致しますがゲーム進行の妨げにならぬようご留意下さ

い。また、ゲーム中のフラッシュ撮影は投球者の妨げになりますので禁止とさせて頂きます。 

 参加者皆様の SNS 等への投稿は自由と致します。撮影した写真・動画の販売・オークションへ

の出品行為は禁止させていただきます。観覧者の皆様が映りこむ事もありますのでご了承願いま

す。 



 

プロボウラー様のサインについて 

 参加者皆様による参加者ミーティング開始前・ゲーム中にサインを求める事は自由と致します

が、ゲーム進行・大会進行の妨げにならぬようご協力をお願いいたします。 

 

 受付にて記念大会特製色紙の販売も行います。＜数量限定＞ 

 

 サインの販売・オークションへの出品行為は禁止とさせて頂きます。 

 

 

喫煙について 

 受動喫煙防止法に則り、当日は大会終了まで全館禁煙とさせて頂きます。 

 なお、喫煙所を正面入口横とゲームコーナー内に設置致しますのでご利用下さい。 

 

 

イベント保険加入について 

今大会開催に際し、損保保険ジャパン日本興和の行事参加者の傷害危険保障特約セット 普通傷

害保険 及び 賠償責任保険に主催者として加入致しました。＜2019/11/15 締結済＞ 

 

大会開催当日の事故等に対応する保険です。（自動車事故を除く）＜全日有効＞ 

（例/当日朝ボールを車に積もうとして怪我をした。大会終了後、転んで怪我をした等。） 

事故が発生した場合は直ちにセクレタリー 川崎携帯(080-5482-1554)にご連絡下さい 

 

また、観戦にお越しの皆様の不慮の事故・怪我に対応いたします。但し自動車事故につきまして

はご自身の自動車保険にて対応をお願いいたします。 

 

但し、観戦のお客様におきましては多少の制限がございます。 

 

 

 

大会開催中は主催者の案内・進行に従って頂きますよう 

お願い申し上げます。 

2019/12/9 

ボウリング振興会「TEAM-USAGI」 

本部／創立 10 周年記念大会実行委員会 
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