（29）ボウリング競技
１

期

日

2021 年７月 17 日（土）・18 日（日）

２

会

場

足利スターレーン（公競№109-22）ＢＷ40Ｌ
〒326-0822 栃木県足利市田中町 906-11
TEL：0284-71-1311

３

種別(種目)及び参加人員
種

別

成年男子

成年女子
少年男子
少年女子

４

FAX :0297-71-1313

種
目
種目数
個人戦
団体戦（２人チーム戦）
３
団体戦（４人チーム戦）
個人戦
団体戦（２人チーム戦）
３
団体戦（４人チーム戦）
個人戦
２
団体戦（２人チーム戦）
個人戦
２
団体戦（２人チーム戦）

監督 選手 参加都県

小計

１

４

８

40

１

４

８

40

１

２

８

24

１

２

８

24

合 計

128

競技上の規定及び方法
第76回国民体育大会関東ブロック大会総則８に定めるもののほか、次による。

(1) 競技規定は、公益財団法人全日本ボウリング協会のボウリング競技規則並びに選手権競技
会規定による。
(2) 審判員は、公益財団法人全日本ボウリング協会公認審判員が当たる。
(3) 競技方式は、デュアルレーン方式で実施する。
(4) 競技方法
ア

個人戦（成年男子、成年女子、少年男子、少年女子）
前半３ゲーム、後半３ゲームを、１ゲーム毎にレーンを移動して投球し、合計６ゲーム
の競技を行い、その総得点により各種目の順位を決定する。

イ

団体戦（２人チーム戦）（成年男子、成年女子、少年男子、少年女子）
各選手が３ゲームを、１ゲーム毎にレーンを移動して投球し、そのチーム総得点により
順位を決定する。

ウ

団体戦（４人チーム戦）（成年男子、成年女子）
各選手が３ゲームを、１ゲーム毎にレーンを移動して投球し、そのチーム総得点により
順位を決定する。

５

参加資格、所属都県及び選手の年齢基準

(1) 第 76 国民体育大会関東ブロック大会総則８に定めるものとし、各都県の予選会を経て代表
選手として認められた者。
(2) 選手の年齢基準
第 76 回国民体育大会関東ブロック大会総則８に定めるところによる。また、選手は公益財
団法人全日本ボウリング協会の 2021 年度登録会員であること。なお、少年種別に参加でき
る選手には、2006 年４月２日から 2007 年４月１日までの間に生まれた中学３年生を含む
ものとする。
(3) 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ボウリン
グコーチ１・公認ボウリングコーチ２、または公認ボウリングコーチ３、公認ボウリング
コーチ４の資格を有する者とする。
６

通過認定証授与
本大会割当てに相当する成績を収めた都県に対して、第 76 回国民体育大会本大会への出場権
として、種別毎に通過認定証を授与する。なお、国民体育大会関東ブロック大会代表者数は
次のとおり。
成年男子 ５団体、成年女子 ４団体、少年男子

７

５団体、少年女子 ５団体

順位ポイント
国民体育大会本大会に出場資格を得るための各種目の順位ポイントは、個人戦にあっては、
１位８点、２位７点、３位６点、４位５点、５位４点、６位３点、７位２点、８位１点を与
え、団体戦（２人チーム戦・４人チーム戦）にあっては、１位 24 点、２位 21 点、３位 18 点、
４位 15 点、５位 12 点、６位９点、７位６点、８位３点を与える。
ただし、同順位の場合は、その順位を共有し、次の順位を欠位とする。なお、得点は次

の

順位のものを加え、当該都県で等分する。
８

参加申込及び宿泊申込

(1) 第76回国民体育大会関東ブロック大会総則、宿泊要項を熟読の上、参加者負担金を納入し、参
加申込及び宿泊申込等は所定のＷｅｂページにアクセスし、必要事項を入力の上、申込期限ま
でに手続きを完了すること。なお、完了しない場合は、原則として大会への参加を認めない。
(2) 宿泊業務取扱機関は、「東武トップツアーズ株式会社 宇都宮支店」とする。
(3) 参加申込み選手が、病気及び怪我等で参加できない場合は事前に予備登録された４名のなかか
ら、代表者（監督）会議で了承を得られれば選手の変更を認める。

９

その他

(1) 監督会議

日時：2021 年７月 16 日（金）16 時 10 分から 16 時 30 分
場所：足利スターレーン２階ミーティングルーム

(2) 注意事項
ア

申込み後の選手変更届（投球順の変更等）は監督会議までとする。

イ

ユニフォームには、必ず所属都県名を表示し、同一チームメンバーは、同一のユニフォ
ームを着用のこと。

ウ

参加選手は、会場に持ち込んだ全てのボールを登録しなければならない。

(ｱ) 大会使用ボールの登録は、２個目から１個 500 円の登録料を納めるものとする。
(ｲ) 使用ボールは、ＩＢＦ又はＪＢＣの公式認定ボールをＪＢＣ公認ドリラーによってド
リルされ、ＪＢＣ公認ボール検査員が検査し、合格したものとする。
(ｳ) 競技中に参加全競技者の中から無作為にボール検査を実施する。登録されていないボ
ールを使用していた場合、大会で記録したゲームはすべて無効とする。
(ｴ) 未検査ボール、ボール検査合格証不携帯の場合は、競技開始前に検査を受けること。
この場合、検査料はボール１個につき 500 円、ボール硬度のみの場合は 200 円を納め
るものとする。合格したボールには大会期間中のみ有効の検査合格証を発行する。
(ｵ) 大会に使用するボールの持ち込みは４個以内に自粛してください。
(ｶ) 開始式は、監督１名が連盟旗を持参、保持して参加すること。連盟旗を保持する監督
以外の監督及び選手は指定のボウラーズベンチに着席のうえ参加すること。

競
会

技

日

程

場：足利スターレーン（公競№109-22）ＢＷ40Ｌ
〒326-0822 栃木県足利市田中町 906-11
TEL：0284-71-1311

前

FAX :0284-71-1313

日：７月 16 日（金）
12：30

選手集合・レーン抽選

13：00～13：30

関東地区理事長会議

13：00～14：00

ボール検査及び登録

14：00～16：00

公式練習（有料）

16：10～16：30

監督会議

16：50～17：10

開始式

第１日：７月 17 日（土）
8：30

選手集合

9：00～10：50

少年男女個人戦 前半戦 (2×2) 1F

9：00～10：50

成年男子個人戦 前半戦 (2×2）2F

11：00～12：50

少年男女個人戦 後半戦 (2×2) 1F

11：00～12：50

成年女子個人戦 前半戦 (2×2）2F

12：50～13：30

昼食休憩

13：30～15：20

成年男子個人戦 後半戦（2×2）1F

13：30～15：20

成年女子個人戦 後半戦 (2×2）2F

15：30～17：20

成年男子団体戦 (2 人チーム戦) (2×2）1F

15：30～17：20

成年女子団体戦（2 人チーム戦）(2×2）2F

第２日：７月 18 日（日）
8：30

選手集合

9：00～10：50

少年男女団体戦 (2 人チーム戦）(2×2）1F

9：00～10：50

成年女子団体戦 (4 人チーム戦）(4×0) 2F

11：00～12：50

成年男子団体戦 (4 人チーム戦）(4×0) 2F

13：20～13：40

通過認定証授与式・閉会式

※少年種別 個人戦６Ｇ、団体戦(２人チーム)３Ｇ、

合計９Ｇ

※成年種別 個人選６Ｇ、団体戦(２人チーム)３Ｇ、団体戦(４人チーム)３Ｇ、合計12Ｇ

