
 

 

 

 

経済産業大臣杯 

第 45回全日本実業団産業別ボウリング選手権大会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      日 時   2019 年 5 月 31 日（金）15 時 10 分～ 

      会 場   桜橋ボウル ２階 

             バンダリア パーティルーム 

              

      主 催   公益財団法人 全日本ボウリング協会 

      後 援   大阪府・公益財団法人大阪府スポーツ協会 

            報知新聞社（スポーツ報知） 

      主 管   全日本実業団ボウリング連合 

            大阪府ボウリング連盟 
 

 

 

 

 

監督会議資料 



  監督会議次第 
 

    １．開会の辞 

    ２．主催者代表あいさつ 

    ３．主管連盟代表あいさつ 

    ４．会場センター歓迎あいさつ 

    ５．大会役員紹介（本部役員・主管連盟役員） 

    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．開会式について 

    ２．表彰式・閉会式について 

    ３．各部説明 

    ４．開会式略図 

     

  配布品 

    １．監督章 

    ２．大会プログラム 

    ３．参加賞 

 

 

 

 



１．開会式について 

 (1) 開会式次第 

  a. 開式通告 

  b. 連盟旗入場 

  c. 前年度優勝チーム入場 

  d. 大会旗・連合旗入場 

  e. 国歌「君が代」斉唱 

  f. スポーツの歌「若い力」斉唱 

  g. 優勝杯返還ならびにレプリカ贈呈 

  h. 開会宣言 

  i. 大会会長挨拶 

  j. 来賓祝辞・紹介 

  k. 大会競技規程説明ならびに認証報告 

  l. 審判団の紹介 

  m. 選手宣誓  

  n. 閉式通告 

 

 (2) 各連盟の監督は連盟旗を持参し、ボウリングシューズ着用の上、6階コンコースへ、 

   16時 00分までに集合してください。 

 

 (3) 前年度優勝の『日本精工藤沢Ａ』チーム(チーム全員)は優勝杯を持参し、ボウリングシューズ 

   着用の上、21レーン側コンコースへ、16時 00分までに集合してください。 

 

 (4) 開会式直後のＡシフト１回戦で投球する選手は、16時 00分までに投球するレーンに入り、 

   着席してください。ベンチの最前列は監督が着席しますので空けておいてください。      

27～34 レーンは役員席、前年度優勝チームが着席しますので、このレーンにて投球する選手は、

コンコースにて参列してください。 

 

 (5) 開会式が終了するまでは、ボールはボールバックから出さないでください。 

 

 (6) 連盟旗の入場順・順路・整列位置については、別紙図を参照の上、係員の指示に従ってください。 

 

 (7) 選手宣誓の際、監督はアプローチへ上がり、連盟旗を中央に向けて旗礼をしてください。 
 

 (8) 開会式終了後、連盟旗は各自保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．表彰式・閉会式について 

 (1) 表彰式・閉会式次第 

  a. 開式通告 

  b. 成績発表ならびに表彰式 

  c. 感謝状贈呈 

  d. 閉会挨拶 

  e. 国旗儀礼 

  f. 大会旗・連合旗退場 

  g. 閉会宣言 

   h. 閉式通告 

 

 (2) 表彰該当選手(含む補欠)は、ユニフォーム・ボウリングシューズ着用の上、14時 20分になり 

   ましたら、以下のボウラーズベンチで待機してください。 

   a. A部門  優勝～第 6位、個人ハイゲーム･ハイシリーズ、チームハイゲーム･ハイシリーズ 

21～23レーン（後方） 

   b. Ｂ部門  優勝～第６位、個人ハイゲーム・ハイシリーズ、チームハイゲーム・ハイシリーズ 

24～26レーン（後方） 

   c. Ｃ部門  優勝～第６位、個人ハイゲーム・ハイシリーズ、チームハイゲーム・ハイシリーズ 

35～37レーン（後方） 

   d. Ｄ部門  優勝～第６位、個人ハイゲーム・ハイシリーズ、チームハイゲーム・ハイシリーズ 

38～40レーン（後方） 

 ※決勝大会入賞チームは、各自の部門の指定レーンボウラーズベンチにて待機してください。 

 ※座りきれない場合、指定レーン後方のコンコースにて待機してください。 

 

 (3) 表彰順は次のとおりです。 

   a. 各部門大会 個人ハイゲーム・ハイシリーズ 

   b. 各部門大会 チームハイゲーム・ハイシリーズ 

   c. 各部門大会 優勝～第６位 

   d. 決勝大会  優勝～第６位 

 

 (4) 表彰該当選手は、感謝状の贈呈時、放送の指示に従いその場で起立してくたさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．各部説明資料 

【総務部】 

 (1) 本大会における諸施設の設置場所は以下のとおりです。 

諸 施 設 場  所 

大会運営本部・記録室 ６階 ミィーティングルーム 

監督会議室 ２階 バンダリア パーティルーム 

選手控室 ５階 オレンジホール 

ボール置場 ５階 オレンジホール 

ボール検査所 ５階 オレンジホール前 

ボール登録所 ５階 オレンジホール前 

競技受付 ５階・６階・７階 フロア中央 

記録掲示板 ５階・６階・７階 フロア後方 

ゆうパック受付 ５階 オレンジホール前 

女子更衣室 7階 女子更衣室 

禁煙所 玄関(外) 

 

 (2) 監督会議会場にて監督章・プログラム・参加賞をお渡しします。 

 

 (3) 大会期間中は、緊急の場合を除き、個人の呼び出しは一切お断りします。 

 

 (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 

   発生した場合は、大会運営本部まで連絡してください。 

 

 (5) 場内は全て禁煙です。喫煙は指定の場所でお願いします。 

 

 (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。 

 

 (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。 

 

 (8) 大会期間中は会場内が混雑しますので、競技終了後は所定のボール置き場に、ボールバック 

   の移動をお願いします。 

 

 (9) 復路の宅急便については、ゆうパックの着払いのみの扱いとなります。 

    受付時間 6月2日(日) 10:00～12:00  

         6月2日(日) 14:00～16:00  

＊重量25㎏・高さ、横、幅の合計寸法が170㎝以上は配送出来ません。 

＊配送が 3日（月）なりますので到着まで数日掛かりますのでご注意下さい。 

 

 (10) 大会期間中、会場センターの駐車場（40台）は混雑しますので、乗り合わせてご来場ください。 

   駐車料金は、参加選手・監督は 8 時間無料の認証が有りますが、時間超過分は 1 時間 200 円の追

加料金になりますので、長時間駐車の場合は認証を受けず最大料金（24H）普通車が 2,100円を利

用下さい。 営業時間 7：00～24：00 

満車時は近隣の大阪市営駐車場（別紙駐車場案内）をご利用下さい。 



 

【競技部】 

 (1) シフトおよびレーン配当はプログラムを参照してください。誤字・脱字等がありましたら大会 

   運営本部まで申し出てください。 

 

 (2) 登録選手の変更は、所定の用紙に記入し、監督会議終了時までに大会運営本部へ提出してくだ 

   さい。 

 

(3) 補欠選手はシリーズ毎に交代できますが、交代する場合は各シリーズ開始 1時間前までに、競 

  技受付に所定用紙の提出をお願いします。なお、予選１回戦スタート以降は、投球順の変更は 

  できません。 

 

 (4) 各シフトの競技受付は、スタート予定時間の 1時間前に開始します。館内放送にて案内します。 

   受付の際に、チーム記録用紙をお渡しします。 

 

 (5) 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・投球順・ハンディキャップの確 

   認をお願いします。間違いがありましたら審判員に申し出てください。 

 

 (6) 競技が予定どおり進行するように、選手のご協力をお願いします。 

 

 (7) 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う場合があ

りますので、ご注意ください。 

 

 (8) 参加状況から、部門決勝および決勝大会への進出チーム数は下記のとおり変更します。 

   (協会競技委員会決定) 

    部門大会 Ａ部門：10 チーム Ｂ部門：8 チーム Ｃ部門：12 チーム Ｄ部門：18 チーム 

    決勝大会 Ａ部門： 8 チーム Ｂ部門： 6 チーム Ｃ部門：8 チーム Ｄ部門：14 チーム 

 

【審判部】 

 (1) ＪＢＣ会員証・ボール検査合格証・使用ボール登録証は、大会期間中は必ず携帯してください。 

   競技中に審判員から提示を求める場合があります。 

 

 (2) 競技中審判員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) 投球後にボールが詰まった場合は、トラブルボタンを押してください。 

 

 (4) １投目投球前のピンの脱落・ピン倒れの場合は、同じボックスの選手の了解を得てリセット 

   してください。 

 

 (5) 競技進行が著しく遅れているボックスには、スローボウリングを適用します。 

   (競技規則第 134条) 

 



（6）施設の構造上、予備レーンの 20L・40L・60L 横の壁への接触はファールとはみなしません。 

【記録部】 

 (1) 今大会では、チーム戦記録用紙(２枚複写)を使用します。個人記録用紙は、使用しません。 

 

 (2) 各シフト終了後に、チーム戦記録用紙の１枚目「正」を、スコアカ－ド回収箱(競技受付)に投 

   入してください。 

 

 (3) 記録ミス・計算ミスが判明した場合は、監督に通告します。１回目は警告とし、２回目は失格 

   とします。 

 

 (4) 記録の訂正・異議の申し立ては、監督が行ってください。 

 

 (5) 大会入賞者一覧表は、閉会式終了後に監督章と引き換えに１部お渡しします。 

   詳細な成績は後日、各連盟事務局にメール配信します。 

 

 

【認証部】 

 (1) ボール登録およびボール検査は、フロント裏に設置します。 

 

 (2) 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 200円とします。  

   合格したボールには、大会中のみ有効なボール検査合格証を発行します。 

 

 (3) 競技開始前に会場に持ち込んだ全てのボールを登録してください。 

   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個目より登録の他に保管手数料として、１個につき 1,000円を徴収します。 

   なお、ボールの追加登録は認めません。 

 １個 ２個 ３個 ４個 ５個 ６個 ７個以上 

登 録 料 0円 500円 1,000円 1,500円 2,000円 2,500円 500円ずつ UP  

保管手数料 0円 0円 0円 0円 1,000円 2,000円 1,000円ずつ UP  

合  計 0円 500円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 1,500円ずつ UP  

  

 (4) 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 

   (0点)となります。 

 

 (5) 補欠選手についてもボール登録を行ってください。ボール登録されていない補欠選手について 

   は、今大会に参加していないものとして取り扱います。 

 

 (6) 補欠選手については、ボール登録を行う際に『補欠登録確認書』を提出してください。 

 

 (7) 全参加者の中から選手を抽出し、ボールの再検査を行います。主管役員から指名された選手は 

   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。 

 

 

 

 



 

 

 (8) 大会認証報告 

   a. 競技場名       桜橋ボウル 

   b. 公認競技場№     127-129 

   c. レーン認証番号    3112-1326 

   d. レーン認証有効期限  2019年 12月 17 日 

   e. 大会使用ピン     ＪＢＣ認証 第 52号ピン（スコアキング） 

 

 

【広報部】 

 (1) 大会記録は広報部を通じて、場内掲示板に掲示します。 

 

 

【褒賞部】 

 (1) 褒賞記録がでた場合は、審判員から『褒賞申請書』を受け取り、必要事項を記入し審判員に 

   提出してください。記録確認後に、監督を通じて褒賞バッチをお渡しします。 

 

 

【その他】 

 (1) 緊急時の連絡先は以下のとおりです。 

    大阪府ウリング連盟 米澤 満(ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ) 携帯番号 080-5334-3196 

 


