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監督会議次第 

１． 開会の辞 

２． 主催者代表挨拶 

３． 主管連盟代表挨拶 

４． 会場代表挨拶 

５． 大会役員・競技役員紹介 

６． 各部注意事項説明 

７． その他連絡事項 

８． 質疑応答 

９． 閉会の辞 

 

会議資料 

１． 各部説明 

２． Ｌプロジェクトからのお知らせ 

３． 場内案内図 

４． 指定緊急避難場所 

 

配布品 

１． 監督章 

２． 大会プログラム（監督・選手数分） 

３． 参加賞（監督・選手・ツアー参加者数分） 

４． ベストドレッサー賞投票用紙(監督・選手数分) 

５． お楽しみ抽選会応募用紙(監督・選手数分) 
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第 3２回オールジャパンレディスボウリングトーナメント 

大 会 日 程 

 

＜第１日目＞ ６月７日（金） 

ボール登録受付 １４：００ ～ 

監督会議 １４：００ ～ １４：３０ 

開会式 １５：００ ～ １５：３０ 

予選１回戦（Ａ組） １５：４０ ～ １７：２０ 

予選１回戦（Ｂ組） １７：３０ ～ １９：１０ 

予選２回戦（Ａ組） １９：２０ ～ ２１：００ 

 

＜第２日目＞ ６月８日（土） 

競技受付 ７：００ ～  ７：３０ 

予選２回戦（Ｂ組） ８：００ ～  ９：４０ 

予選３回戦（Ａ組） ９：５０ ～ １１：３０ 

オプショナルツアー（希望者のみ） １２：３０ ～ 

 

＜第３日目＞ ６月９日（日） 

競技受付 ８：００ ～  ８：３０ 

予選 3回戦（Ｂ組） ９：００ ～ １０：４０ 

セミファイナル進出者発表・受付（各部門１５名） １１：００ ～ 

各部門セミファイナル １１：１５ ～ １２：３０ 

決勝ステップラダー（各部門 3名） １２：４５ ～ １３：３０ 

表彰式・閉会式 １４：００ ～ １４：３０ 
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開会式について 
 

【開会式次第】 
 

（1） 大会旗入場 

（2） 「国歌」斉唱・「若い力」斉唱 

（3） 開会宣言 

（4） 主催者代表挨拶 

（5） 来賓祝辞 

（6） 来賓紹介 

（7） 歓迎挨拶 

（8） 大会競技規程説明ならびに認証報告 

（9） 審判団紹介 

（10）選手宣誓 

 

１. 入場行進は行いません。また、今大会では連盟旗の持参は不要です。 
 

２. Ａシフト投球選手は、開始５分前までに投球レーンに入り、着席をしてください。

25～28 レーンは役員席として使用しますので、このレーンで投球する選手は、コン

コースにて参列してください。 
 

３. 開会式が終了するまで、ボールはボールバッグから出さないでください。 
 

４. 専任監督は、コンコースにて参列してください。 
 

５. 選手宣誓の際、各選手は起立し中央を向いてください。 

 

閉会式について 
 

【閉会式次第】 
 
 

（1） ベストドレッサー賞発表ならびに表彰 

（2） 成績発表ならびに表彰 

（3） 感謝状贈呈 

（4） 閉会挨拶 

（5） 国旗儀礼 

（6） 大会旗退場 

（7） 閉会宣言 

 

１. 表彰対象者はユニフォーム、ボウリングシューズを着用の上、指定されたボウラーズ

ベンチに着席して待機してください。待機場所は放送にてご案内します。 
 

２. 表彰対象者と表彰順は次の通りです。 

（1） ベストドレッサー賞（３名） 

（2） 各部門 ハイゲーム賞（各部門一斉） 

（3） 各部門 優勝～第６位（ヤングの部・ミドルの部・シニアの部の順） 
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各部説明 

【１】総務部 
１－１ 本大会における諸施設の設置場所は次の通りです。 

大会運営本部 

大会記録室 
キスケＢＯＸ ２Ｆミーティングルーム 

監督会議室 キスケＢＯＸ ２Ｆミーティングルーム 

ボール置き場 キスケＢＯＸ ３ＦＫＩＴホール 

ボール検査所 30レーン後方付近 

ボール登録所 30レーン後方付近 

競技受付 25レーン後方付近（司会台右） 

記録掲示版 36レーン後方付近 

ゆうパック受付 40レーン後方付近 

女子更衣室 女子トイレ内にマットを敷いています 

喫煙所 場内２カ所（13レーン後方、40レーン後方） 

 

１－２ 災害時指定緊急避難場所については、9ページを参照してください。 

 

１－３ 大会中は緊急の場合を除き、個人の呼び出しはお断りいたします。また、各種

案内はアプローチ上のモニターに表示して行います。 

 

１－４ 選手の健康管理には各選手団とも十分注意してください。万が一、会場内で事

故や急病人が発生した場合には、大会運営本部まで連絡してください。 

 

１－５ 場内は全て禁煙です。喫煙は所定の場所にてお願いします。 

 

１－６ 所持品や貴重品は各自で責任を持って管理してください。 

盗難などの損害については、一切責任を負いません。 

 

１－７ 大会中の使用ボールの破損については、一切責任を負いません。 

 

１－８ 大会中は会場内が混雑しますので、その日の競技終了後、ボールは必ずボール

置き場に移動してください。 

 

１－９ ペットボトル、空き缶、フィンガーテープの剥離紙などは、各自で処分してく

ださい。場内の美化と分別収集にご協力をお願いします。 

 

１－１０ 大会中はボウリング場スタッフが一般客と判別できるようにするため、競技中

以外は必ずＩＤを首から提げておいてください。 
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１－１１ 会場のＫＩＴは複合施設となっております。ボルダリングやトランポリンエリ

ア、カラオケルームへの侵入は御遠慮ください。 

 

１－１２ 会場のフリードリンクは一般利用客に向けた有料サービスとなっております。

本大会参加者は利用できませんので、選手への周知徹底をお願いいたします。

個別に料金を払って利用するという対応もできません。また、応援に来られる

方も有料サービスや施設の利用はできませんので、それぞれ関係者にお知らせ

ください。 

 

１－１３ 大会中のボール置き場はカラオケルームに設置してありますが、場所が手狭の

為、車等で保管して頂いても結構です。ボール置き場を使用する際にはボール

バッグを縦置きし、譲り合って御利用ください。尚、ボール置き場となってい

る部屋の機材には絶対に触れないようお願いいたします。また、ボール置き場

には貴重品を置かないでください。 

 

１－１４ 会場にボールを送る場合は別紙を参照のうえ、６日（木）午後以降に届くよう

に指定してください。届いたボールは、ボール置き場に保管します。 

 

１－１５ ヤマト運輸宅急便の受付は、次の日時で行います。 

（予定） 6月 8日（土）11:00〜   6月 9日（日）10：00～ 

受付は着払いのみの対応となります。大会当日、改めてお知らせします。 

なお、ヤマト運輸以外の御利用は、各自でお願いします。 

 

キスケボックス駐車場は 24時間無料で御利用になれます。キスケボウルフロントにて駐車

券にスタンプを押してもらってください。24時間を超える場合は一度出庫し、改めて入庫

してください。尚、長時間の駐車となりますので、極力上の階に駐車願います。 
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【２】競技部 
２－１ プログラムの選手氏名、ハンディキャップに間違いがありましたら、大会運営本部

まで申し出てください。 

 

２－２ 登録選手に変更がある場合は、選手変更届を大会運営本部へ提出してください。 

 

２－３ 競技受付は 24 レーン後方付近にて行います。全てのシフトで受付を実施します。

競技開始予定時刻の 30分前までに受付を通過してください。 

 

２－４ 指定レーンに入りましたらモニターに表示されている選手名、ハンディキャップを

ご確認ください。間違いがあれば、審判員に申し出てください。成績表および賞状

については、大会プログラムの文字を使用いたします。 

 

２－５ 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個以上の持ち込

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。 

 

２－６ 今大会の参加人数により、セミファイナル進出人数を以下の通り変更します。 

各部門２１名 → 各部門１５名 

 

【３】審判部・褒賞部 
３－１ ＪＢＣ会員証、ボール検査合格証、使用ボール登録証は、各選手が必ず携帯してく

ださい。審判員から提示を求める場合があります。 

 

３－２ 競技中に審判の立会いを必要とする場合は、赤旗を振って合図してください。 

 

３－３ １投目投球前の明らかなピンの脱落・ピン倒れの場合は、同ボックスの選手の了解

を得てリセットしてください。 

 

３－４ 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。スコア訂正がある場

合には、必ず審判員の立会いの下で行ってください。 

 

３－５ 競技の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。 

 

３－６ 褒賞記録が出た場合は、審判員から褒賞申請書を受け取り、必要事項を記入して審

判員に提出してください。 
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【４】記録部・広報部 
４－１ 今大会は複写のスコアカードを使用します。各予選の競技受付で配布しますので、

競技終了後、記録回収所（競技受付）に提出してください。また、セミファイナル

進出者にはセミファイナルの競技受付でも配布しますので、競技終了後、同様に提

出してください。 
 

４－２ 転記ミス、計算ミスのないように注意してください。 
 

４－３ 転記ミス、計算ミスが判明した場合には、監督に通告します。 
 

４－４ 記録の訂正、異議の申し立ては、監督を通じて大会運営本部に申し出てください。 
 

４－５ 記録掲示板は 36レーン後方に設けます。 
 
４－６ 閉会式終了後に、入賞者一覧表を競技受付にて監督章と引き換えにお渡しします。

全成績の配布は行いません（全成績は後日、メールにて各連盟事務局へ送付します）。 

 

【５】認証部 
５－１ ボール検査合格証の不携帯、または未検査ボールを使用する場合は、競技開始前に

ボール検査所にて検査を受けてください。検査料は１個につき５００円です。硬度

検査のみの場合は１個につき２００円とします。合格したボールには、大会中のみ

有効のボール検査合格証を発行いたします。 

 

５－２ 競技開始前にボール登録所にて会場へ持ち込んだ全てのボールの登録を行ってく

ださい。なお、ボールの追加登録は原則として認めません。２個以上のボールを使

用する場合は、１個につき５００円の登録料を納めてください。また、５個目より

保管手数料として、登録料とは別に１個につき１０００円を納めてください。 

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 

 

５－３ 全参加者の中から選手を抽選し、ボールの再検査を行います。主管役員に指名され

た選手は、そのシフトの競技終了後、速やかに再検査を受けてください。登録ボー

ル全てを再検査します。登録されていないボールを会場に持ち込んでいた場合、そ

れまでの記録はすべて無効とします。 

 

５－４ 大会認証報告 

(1) 競技場名  キスケＫＩＴ 

(2) 公認競技場番号 １３８－３２ 

(3) レーン認証番号 ３１１１－１３６８ 

(4) レーン認証期限 ２０１９年１１月２１日 

(5) 大会使用ピン ＪＢＣ認定第５４号ピン 
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Ｌプロジェクトからのお知らせ 

 

 

【１】ベストドレッサー賞について 
 

 選考対象：予選 1 回戦・予選 2回戦で着用したユニフォームを対象とします。 

 選考方法：会場での投票、Facebookの「いいね！」がついたユニフォームを候補とし、

Lプロジェクト委員による選考会議で決定します。 

 投票方法：監督を通じて投票用紙を配布します。 

6月 8日(土) 10：30までに競技受付に設置している投票箱へ投票してください。 

 表彰式：6月 9日(日)大会表彰式冒頭で表彰します。 

 

 

【２】お楽しみ抽選会について 

 

 ご協賛各社の商品を抽選でプレゼントいたします。 

 協賛社（順不同・敬称略）※予定 

株式会社サンブリッジ ミィーフコーポレーション ファイテン株式会社 

京王観光株式会社 キスケ株式会社 全日本ボウリング協会 

 応募方法：監督を通じて配布する応募用紙でご応募ください。 

6月 8日(土) 10：30までに競技受付に設置している応募箱へ投函してください。 

 抽選会：6月 9日(日) 決勝ステップラダー終了後に行います。 

※当選発表の際、会場に不在の場合は辞退と見なされます。 

コンコースまたはボックス内で待機してくださいますようお願いいたします。 
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指定緊急避難場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


