
中日杯 2016東海オープン ボウリング トーナメント
～ 公益社団法人日本プロボウリング協会５０周年記念行事 ～

［主 催］ 中日新聞社 ／ 東海テレビ放送 ／ 東海ボウリング場協会
日本プロボウリング協会東海地区

［主 管］ 中日杯２０１６東海オープンボウリングトーナメント実行委員会

［後 援］ (公社)日本ボウリング場協会 ／ (公財)全日本ボウリング協会
日本ボウラーズ連盟 ／ 全国実業団ボウリング連盟 ／ ＪＬＢＣ東海

［協 賛］ (株)星ヶ丘ボウル 他各社

［公 認］ (公社)日本プロボウリング協会

［開催期日］ ２０１６年 ７月１４日(木)～１７日(日)

［会 場］ 星ヶ丘ボウル（ＢＷ ６０Ｌ 合成レーン(サンコートベースレーンシステム･アプローチはウッド)）
〒464-0802 愛知県名古屋市千種区星が丘元町１６－４５

ＴＥＬ ０５２(７８１)５６５６ ＦＡＸ ０５２(７８１)５６６３

[参加資格] 男子プロ２２３名（ＪＰＢＡ男子'16トーナメントプロ）
①トーナメントシードプロ４８名及び公認トーナメント優勝者シード
②歴代優勝者シードプロ９名(半井清･西村邦彦･斉藤正典･貞松保行･小原照之･栴檀稔･

玉井慎一郎･児島都史･山上英章)

③前回決勝ラウンドロビン進出者シード１名(田坂大輔)

④プロ選抜大会通過者８２名
※以上①～③の大会シードプロ５８名及び④選抜通過８２名の合計１４０名本大会出場
⑤準永久シードプロ１名(石原章夫)

⑥プロテスト実技免除合格者１名及びプロテストトップ合格者１名
⑦'16シーズントライアルスプリングシリーズ１５１名

A会場(新狭山GB)46名､B会場(ｼﾁｽﾞﾝ)42名､C会場(星ヶ丘)24名､D会場(神戸六甲)39名
※各会場の出場枠一覧表は、｢スプリングシリーズ｣終了後ＪＰＢＡホームページにてご案内します

⑧主催者推薦１１名
※以上⑤⑥⑦⑧の合計１６５名プロ選抜大会出場

男子アマ６０名

女子プロ１４２名（ＪＰＢＡ女子'16下半期トーナメントプロ）
①トーナメントシードプロ１８名
②永久シードプロ３名(斉藤志乃ぶ･時本美津子･稲橋和枝)

③前年度公認トーナメント優勝者シードプロ１名(加藤八千代)

④歴代優勝者シードプロ５名(小嶋友子･山賀昭子･中島政江･酒井美佳･大山由里香)

⑤プロ選抜大会通過者６９名
※以上①②③④の大会シードプロ２７名及び⑤の選抜通過６９名の合計９６名本大会出場
⑥第２シードプロ･準永久シードプロ･プロテストトップ合格者１名を含む

'16下半期出場優先順位上位１０８名
⑦主催者推薦７名
※以上⑥⑦の合計１１５名プロ選抜大会出場

女子アマ４０名

［大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ ※大会前日 ７月１３日(水)前夜祭 東海三県希望センター
１日目 ７月１４日(木)男女プロ選抜大会(Ａ･Ｂシフト)

２日目 ７月１５日(金)男女予選前半５Ｇ(Ａ･Ｂシフト)・開会式
３日目 ７月１６日(土)男女予選後半５Ｇ(Ｂ･Ａシフト)・男子準々決勝シュートアウト３Ｇ

４日目 ７月１７日(日)男女準決勝シュートアウト４Ｇ･ 男女決勝グループR/R４Ｇ
男女決勝シュートアウト･ジュニア大会

［賞金総額］ 男子5,500,000円（優勝賞金150万円） 女子5,500,000円（優勝賞金150万円）
☆決勝シュートアウトパーフェクト賞(プロ対象)･･1,000,000円(提供:東海ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場協会)

☆パーフェクト賞(プロ対象 予選～決勝ｸﾞﾙｰﾌﾟR/R)･･50,000円(提供:東海ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場協会)

[ＴＶ放映] 東海テレビ放送

［入 場 料］ 選抜大会１日券 １,５００円 ※ＪＰＢＡ個人･法人賛助会員無料
本大会 通し券 ３,０００円 １日券１,５００円 ※高校生以下無料
観覧席指定席(別途) 7/14=無料 7/15･7/16=各日1000円(先着) 7/17=2000円(先着)

※お願い･･･三脚･踏み台を利用してのご観戦は、周囲の方にご配慮いただき後方にてご観戦をお願いいたします

ご来場者全員が楽しくご観戦いただけますよう、みなさまのご理解とご協力を宜しくお願いいたします



◎大会スケジュール
大会前日
７月１３日(水)プロ(男女選抜大会出場プロ)シフト抽選

前日検量・前夜祭プロチャレンジ

１０：００～２０：００ 有料練習ボール(時間内＝プロ１０００円、アマ１５００円）２０レーン用意

１６：００～１７：００ 選抜大会出場プロシフト抽選（シフト抽選に間に合わない場合は必ず連絡を

入れて下さい)連絡が無い場合２千円の罰金

１６：００～１８：００ プロボール検量・硬度チェック

「東海オープン」前夜祭プロチャレンジ出場予定プロ
（東海三県 １７会場）

※各会場のスタート時間・担当者等の詳細は、ＪＰＢＡ事務局より各自にご案内(5/26発送)致します。
会場センター 出場予定プロ

●スポルト名古屋(名古屋市) 櫻井眞利子プロ(４５期)・鶴井亜南プロ(４７期)
●キャッスルボウル(名古屋市) 小泉奈津美プロ(４６期)
●ｺﾛﾅｷｬｯﾄﾎﾞｳﾙ小牧店(小牧市) 大石奈緒プロ(４５期)
●ｺﾛﾅｷｬｯﾄﾎﾞｳﾙ中川店(名古屋市) 松永裕美プロ(３７期)
●コスモボウル羽島(岐阜県羽島市) 坂本詩緒里プロ(４８期)
●アソビックスかにえ(海部郡) 寺下智香プロ(４７期))
●多治見パークレーンズ(岐阜県多治見市) 永野すばるプロ(４０期)・渡辺けあきプロ(４５期)
●関ボウリングセンター(岐阜県関市) 小林あゆみプロ(４４期)
●東名ボール(瀬戸市) 谷川章子プロ(３７期)・森 彩奈江プロ(４０期)
●ｺﾛﾅｷｬｯﾄﾎﾞｳﾙ安城店(安城市) 姫路 麗プロ(３３期)
●稲沢グランドボウル(稲沢市) 坂倉にいなプロ(４７期)・大仲純怜プロ(４８期)
●半田グランドボウル(半田市) 名和 秋プロ(３５期)
●岡崎グランドボウル(岡崎市) 川﨑由意プロ(４８期)
●名古屋グランドボウル(名古屋市) 浅田梨奈プロ(４８期)
●桑名グランドボウル(三重県桑名市) 吉田真由美プロ(３１期)
●幸田セントラルボウル(額田郡) 鈴木亜季プロ(４１期)
●岩屋キャノンボウル(豊橋市) 中谷優子プロ(２８期)・山田 幸プロ(４８期)

以上

大会１日目
７月１４日(木)男女プロ選抜大会８Ｇ(Ａ･Ｂシフト)

男子プロ１６５名・女子プロ１１５名出場 ２８ＢＯＸ使用
※大会告知マスコミ表敬訪問
中日新聞(14:00)･東海テレビ(15:00)（協力プロ：田形研吾・姫路麗・森本健太・谷川章子、森正勝相談役）

８：３０ Ａシフト選手集合１４０名（男子プロ８２名＋女子プロ５８名）

９：００ 男女プロ選抜大会Ａシフト前半４Ｇ（２－３）
｜

１１：４０ ※後半サイドチェンジ

１１：１５ Ｂシフト選手集合１４０名（男子プロ８３名＋女子プロ５７名）

１２：１０ 男女プロ選抜大会Ｂシフト前半４Ｇ（２－３）
｜

１４：５０ ※後半サイドチェンジ

１５：１５ 男女プロ選抜大会Ａシフト後半４Ｇ（２－３）
｜

１７：５５ ※Ａシフト男子プロ上位４１名・女子プロ３４名本大会選出

１６：００～１７：００ 男女シードプロシフト抽選＆ボール検量

１８：２０ 男女プロ選抜大会Ｂシフト後半４Ｇ（２－３）
｜

２１：００ ※Ｂシフト男子プロ上位４１名・女子プロ３４名本大会選出
計男子プロ８２名本大会へ及び女子プロ各シフト３５位のスコア上位者１名
計女子プロ６９名本大会へ選出



大会２日目
７月１５日(金)男女予選前半５Ｇ・開会式

男子200名(プロ140名＋アマ60名)・女子136名(プロ96名＋アマ40名)
２８ＢＯＸ使用

１０：３０ Ａシフト選手集合１６８名(男子100名(ﾌﾟﾛ70名+ｱﾏ30名)･女子68名(ﾌﾟﾛ48名+ｱﾏ20名))

１１：１５ 男女予選Ａシフト前半５Ｇ（３－３）
｜

１５：１５
１４：４５ Ｂシフト選手集合１６８名(男子100名(ﾌﾟﾛ70名+ｱﾏ30名)･女子68名(ﾌﾟﾛ48名+ｱﾏ20名))

１５：３０
｜ 【開 会 式】

１６：１５

１６：４５ 男女予選Ｂシフト前半５Ｇ（３－３）
｜

２０：４５

大会３日目
７月１６日(土)男女予選後半５Ｇ

男子準々決勝シュートアウト３Ｇ
２８ＢＯＸ使用

９：００ Ｂシフト選手集合１６８名(男子100名(ﾌﾟﾛ70名+ｱﾏ30名)･女子68名(ﾌﾟﾛ48名+ｱﾏ20名))

９：３０ 男女予選Ｂシフト後半５Ｇ（３－３）
｜

１３：３０ ※女子･･予選１０ＧトータルピンＢシフト上位１８名準決勝シュートアウトへ選出

※男子･･予選１０ＧトータルピンＢシフト上位４名準決勝シード及びＢシフト５位～３２位の計２８名を

準々決勝シュートアウトへ選出

１３：００ Ａシフト選手集合１６８名(男子100名(ﾌﾟﾛ70名+ｱﾏ30名)･女子68名(ﾌﾟﾛ48名+ｱﾏ20名))

１４：００ 男女予選Ａシフト後半５Ｇ（３－３）
｜

１８：００ ※女子･･予選１０ＧトータルピンＡシフト上位１８名(Ａ＋Ｂ計３６名)を準決勝シュートアウトへ選出

※男子･･予選１０ＧトータルピンＡシフト上位４名(Ａ＋Ｂ計８名)を準決勝シード及びＡシフト５位～３２位の

計２８名(Ａ＋Ｂ計５６名)を準々決勝シュートアウトへ選出

１９：００ 男子準々決勝シュートアウト３Ｇ（２－２） ※１４グループ
｜ 予選Ａシフト＝７グループ 予選Ｂシフト＝７グループ
｜

２１：００ ※各グループ(１４グループ)シュートアウト３Ｇトータルピン１位計１４名、及び
各グループ１位を除く通算１３Ｇトータルピンの全体１位～１４位の１４名、計２８名
及び準決勝シード８名を含む合計３６名を準決勝シュートアウトへ選出



大会最終日
７月１７日(日)男女準決勝シュート４Ｇ

男女決勝グループラウンドロビン４Ｇ

男女決勝シュートアウト･ジュニア大会

９：００ 選手集合（男子３６名・女子３６名）

９：４５ 男女準決勝シュートアウト４Ｇ（１－２） ※男女各１２グループ

｜ ※４Ｇトータル各グループ(12ｸﾞﾙｰﾌﾟ)上位１名､計１２名決勝グループＲ／Ｒへ選出
｜

１１：４５ ※決勝グループ抽選（男女各３グループ）
休憩

１２：４５ 男女決勝グループラウンドロビン４Ｇ(ポジションマッチ１Ｇ含む)（１－１）
｜ ※男女各３グループ
｜

１４：３０ ※男女各グループ(各３グループ)ポイント上位１名、及び各グループ１位を除く
ポイント上位１名の計４名決勝シュートアウトへ選出

１５：００ ジュニアボウリング大会（４部門）
｜

１６：４５ ※ウオーミングアップレーン用意

１７：１５ 男女決勝シュートアウト※４名にてセミファイナル１Ｇ投球→上位２名が優勝決定戦へ進出

｜ （男子ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ1G(2-2)→女子ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ1G(2-2)→男子優勝決定戦1G(1-1)→女子優勝決定戦1G(1-1)）

１９：１５ 表彰式
｜

注 意

◇ボール置き場が手狭な為、今大会はプロ・アマとも大会規定により会場へのボール持ち込みが
６個までと制限されていますのでご注意下さい。
※ボールバッグ等宅配便の手配は、会場センターに迷惑がかからない様に手配すること。

◇駐車場利用について･･･駐車料金＝１２時間６００円、２４時間１,１００円
※選手はなるべく三越側利用(星ヶ丘第一駐車場)

◇男子の出場枠一覧表(出場優先順位)は、｢STｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼﾘｰｽﾞ｣終了後JPBAホームページにて発表します。

◇前夜祭について（出場依頼）
ご協力いただく選手には大会前の貴重なお時間を戴き申し訳ありませんが、ご理解・ご協力を
お願い致します。なお、前夜祭にご協力戴くプロで選抜大会に出場する方は、｢選抜大会Ｂシフト｣
での出場となります。

◇選抜大会出場プロ(男女)のシフト抽選を７月１３日(水)１６：００～１７：００まで、本大会
予選出場シードプロ(男女)のシフト抽選を７月１４日(木)１６：００～１７００まで(選抜通過者
は各シフト成績発表後)行いますので、シフト抽選に間に合わない場合は必ず連絡を入れること｡

◇最終日決勝前にジュニア育成の一環として｢ジュニアボウリング大会｣の中でワンポイントレッスン
を行いますので決勝グループラウンドロビン進出者(決勝Ｔ／Ｍ進出者男女各４名を除く)１６名
(男女各５位～１２位)の方は、ご協力をお願い致します。

◇優勝者は、ギャラリープレゼントとしてボールの提供をお願い致します(ご協力下さい)｡

◇プロ選抜大会及び予選は、男女同ボックスにて投球となります。

◎エントリー申し込み締切日 平成２８年６月１７日(金) 午後５時必着



賞金総々額 １１,０００,０００円 男女各優勝～３６位

男子賞金総額 ５,５００,０００円 女子賞金総額 ５,５００,０００円

優 勝(優勝決定戦) １,５００,０００円 優 勝(優勝決定戦) １,５００,０００円

第２位 〃 ７５０,０００円 第２位 〃 ７５０,０００円

第３位(ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ敗退) ４００,０００円 第３位(ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ敗退) ４００,０００円

第４位 ３３０,０００円 第４位 ３３０,０００円

第５位(決勝RR各2位2名) ２４０,０００円 第５位(決勝RR各2位2名) ２４０,０００円

第６位 ２２０,０００円 第６位 ２２０,０００円

第７位(決勝RR各3位3名) １７０,０００円 第７位(決勝RR各3位3名) １７０,０００円

第８位 １６０,０００円 第８位 １６０,０００円

第９位 １５０,０００円 第９位 １５０,０００円

第10位(決勝RR各4位3名) １３０,０００円 第10位(決勝RR各4位3名) １３０,０００円

第11位 １２５,０００円 第11位 １２５,０００円

第12位 １２０,０００円 第12位 １２０,０００円 以上決勝進出者

第13位(準決勝各2位12名) ８０,０００円 第13位(準決勝各2位12名) ８０,０００円

第14位 ７０,０００円 第14位 ７０,０００円

第15位 ６５,０００円 第15位 ６５,０００円

第16位 ６０,０００円 第16位 ６０,０００円

第17位 ５５,０００円 第17位 ５５,０００円

第18位 ５５,０００円 第18位 ５５,０００円

第19位 ５５,０００円 第19位 ５５,０００円

第20位 ５５,０００円 第20位 ５５,０００円

第21位 ５０,０００円 第21位 ５０,０００円

第22位 ５０,０００円 第22位 ５０,０００円

第23位 ５０,０００円 第23位 ５０,０００円

第24位 ５０,０００円 第24位 ５０,０００円

第25位(準決勝各3位12名) ４５,０００円 第25位(準決勝各3位12名) ４５,０００円

第26位 ４５,０００円 第26位 ４５,０００円

第27位 ４５,０００円 第27位 ４５,０００円

第28位 ４５,０００円 第28位 ４５,０００円

第29位 ４５,０００円 第29位 ４５,０００円

第30位 ４５,０００円 第30位 ４５,０００円

第31位 ４０,０００円 第31位 ４０,０００円

第32位 ４０,０００円 第32位 ４０,０００円

第33位 ４０,０００円 第33位 ４０,０００円

第34位 ４０,０００円 第34位 ４０,０００円

第35位 ４０,０００円 第35位 ４０,０００円

第36位 ４０,０００円 第36位 ４０,０００円以上準決勝進出者

※アマチュア選手が賞金ライン(３６位以内)に入賞した場合、プロの賞金繰り下げを行います。
☆決勝シュートアウトパーフェクト賞(プロ対象)･･１,０００,０００円(提供：東海ボウリング場協会)

☆パーフェクト賞(プロ対象 予選～決勝R/R対象)･･５０,０００円（提供：東海ボウリング場協会）


