
　　　　

第第第第３４３４３４３４回回回回

ＴＯＣＨＩＧＴＯＣＨＩＧＴＯＣＨＩＧＴＯＣＨＩＧ

～～～～ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト 受付開始受付開始受付開始受付開始 8:308:308:308:30 受付終了受付終了受付終了受付終了 9:009:009:009:00

主主主主 催催催催 下野新聞社下野新聞社下野新聞社下野新聞社　　　　・・・・　　　　栃木県栃木県栃木県栃木県ボウリングボウリングボウリングボウリング場協会場協会場協会場協会

開開開開 催催催催 日日日日 時時時時 平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年３３３３月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（日日日日））））

～～～～

～～～～

～～～～

～～～～

開会式開会式開会式開会式 11:1011:1011:1011:10 11:3011:3011:3011:30

ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト 前半前半前半前半４４４４ＧＧＧＧ 11:4511:4511:4511:45 13:4513:4513:4513:45

１０１０１０１０分間分間分間分間

ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト 受付開始受付開始受付開始受付開始 10:3510:3510:3510:35 受付終了受付終了受付終了受付終了 11:0511:0511:0511:05

ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト 前半前半前半前半４４４４ＧＧＧＧ 9:159:159:159:15 11:1511:1511:1511:15 練習練習練習練習ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ 9:059:059:059:05

練習練習練習練習ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ 11:3511:3511:3511:35 １０１０１０１０分間分間分間分間～～～～

～～～～

～～～～

～～～～

ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト 前半前半前半前半４４４４ＧＧＧＧ 11:4511:4511:4511:45 13:4513:4513:4513:45 練習練習練習練習ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ 11:3511:3511:3511:35 １０１０１０１０分間分間分間分間

ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト 後半後半後半後半４４４４ＧＧＧＧ 13:5513:5513:5513:55 15:5515:5515:5515:55 練習練習練習練習ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ 13:5013:5013:5013:50 ５５５５分間分間分間分間

５５５５分間分間分間分間練習練習練習練習ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ 16:0016:0016:0016:00

ＣＰＣＰＣＰＣＰ決定戦決定戦決定戦決定戦 18:1518:1518:1518:15 19:1519:1519:1519:15

ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト 後半後半後半後半４４４４ＧＧＧＧ 16:0516:0516:0516:05 18:0518:0518:0518:05

～～～～

～～～～

ＣＰＣＰＣＰＣＰ決定戦決定戦決定戦決定戦 18:1518:1518:1518:15 19:1519:1519:1519:15

表彰式表彰式表彰式表彰式 19:2019:2019:2019:20 19:5019:5019:5019:50

開開開開 催催催催 会会会会 場場場場 宇都宮第二宇都宮第二宇都宮第二宇都宮第二トーヨーボウルトーヨーボウルトーヨーボウルトーヨーボウル

宇都宮市滝宇都宮市滝宇都宮市滝宇都宮市滝のののの原原原原２２２２－－－－４４４４－－－－４０４０４０４０

TEL 028-TEL 028-TEL 028-TEL 028-６３５-１７１１６３５-１７１１６３５-１７１１６３５-１７１１ FAX 028-636-8040FAX 028-636-8040FAX 028-636-8040FAX 028-636-8040

４０４０４０４０Ｌ（ＢＭ）Ｌ（ＢＭ）Ｌ（ＢＭ）Ｌ（ＢＭ）

①①①① 円円円円

②②②② 円円円円

参参参参 加加加加 資資資資 格格格格 ＢＰＡＪＢＰＡＪＢＰＡＪＢＰＡＪ栃木県登録選手栃木県登録選手栃木県登録選手栃木県登録選手にににに限限限限るるるる

参参参参 加加加加 費費費費 協会協会協会協会＆＆＆＆センターシードセンターシードセンターシードセンターシード ・・・・・・・・・・・・ 4,5004,5004,5004,500

TEL 028-TEL 028-TEL 028-TEL 028-６３５-１７１１６３５-１７１１６３５-１７１１６３５-１７１１ FAX 028-636-8040FAX 028-636-8040FAX 028-636-8040FAX 028-636-8040

センターセンターセンターセンター選抜選手選抜選手選抜選手選抜選手 ・・・・・・・・・・・・ 5,0005,0005,0005,000

③③③③

：：：：

：：：：

招招招招 待待待待 選選選選 手手手手 201201201201５５５５年度年度年度年度チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオン

男子男子男子男子チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオン 渡渡渡渡　　　　辺辺辺辺　　　　　　　　　　　　亮亮亮亮 （（（（ ササササ ンンンン ププププ ララララ ザザザザ ボボボボ ウウウウ ルルルル ））））

女子女子女子女子チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオン 廣廣廣廣　　　　瀬瀬瀬瀬　　　　友紀子友紀子友紀子友紀子 （（（（ ササササ ンンンン ププププ ララララ ザザザザ ボボボボ ウウウウ ルルルル ））））

前年度前年度前年度前年度チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオン ・・・・・・・・・・・・ 招待招待招待招待（（（（２２２２名名名名））））

①①①①

女子女子女子女子のののの部部部部 渡渡渡渡　　　　辺辺辺辺　　　　順順順順　　　　子子子子 （（（（ 黒黒黒黒 磯磯磯磯 ボボボボ ウウウウ ルルルル ））））

シシシシ ーーーー ドドドド 選選選選 手手手手 栃木県栃木県栃木県栃木県ボウリングボウリングボウリングボウリング場協会場協会場協会場協会：：：：シードシードシードシード選手選手選手選手

第第第第３９３９３９３９回回回回オールオールオールオール栃木栃木栃木栃木チームチームチームチーム選手権選手権選手権選手権：：：：個人戦優勝者個人戦優勝者個人戦優勝者個人戦優勝者

男子男子男子男子のののの部部部部 松松松松　　　　本本本本　　　　大大大大　　　　地地地地 （（（（ ササササ ンンンン ププププ ララララ ザザザザ ボボボボ ウウウウ ルルルル ））））

②②②②

③③③③

女子女子女子女子のののの部部部部 渡渡渡渡　　　　辺辺辺辺　　　　順順順順　　　　子子子子 （（（（ 黒黒黒黒 磯磯磯磯 ボボボボ ウウウウ ルルルル ））））

第第第第３２３２３２３２回回回回オールオールオールオール栃木栃木栃木栃木シニアシニアシニアシニア選手権選手権選手権選手権：：：：優勝者優勝者優勝者優勝者

男子男子男子男子のののの部部部部 上上上上　　　　山山山山　　　　　　　　　　　　正正正正 （（（（ 宇宇宇宇 都都都都 宮宮宮宮 ゴゴゴゴ ーーーー ルルルル ドドドド レレレレ ーーーー ンンンン ））））

女子女子女子女子のののの部部部部 藍藍藍藍　　　　田田田田　　　　敦敦敦敦　　　　子子子子 （（（（ 小小小小 山山山山 ゴゴゴゴ ーーーー ルルルル ドドドド レレレレ ーーーー ンンンン ））））

第第第第４９４９４９４９回宮様回宮様回宮様回宮様チャリティーチャリティーチャリティーチャリティー大会大会大会大会：：：：優勝者優勝者優勝者優勝者③③③③

④④④④

女子女子女子女子のののの部部部部 新新新新　　　　井井井井　　　　一一一一　　　　江江江江 （（（（ 小小小小 山山山山 ゴゴゴゴ ーーーー ルルルル ドドドド レレレレ ーーーー ンンンン ））））

第第第第３２３２３２３２回回回回オールオールオールオール栃木栃木栃木栃木レディースレディースレディースレディース選手権選手権選手権選手権：：：：優勝者優勝者優勝者優勝者

女子女子女子女子のののの部部部部 川川川川　　　　田田田田　　　　幸幸幸幸　　　　子子子子 （（（（ ササササ ンンンン ププププ ララララ ザザザザ ボボボボ ウウウウ ルルルル ））））

第第第第４９４９４９４９回宮様回宮様回宮様回宮様チャリティーチャリティーチャリティーチャリティー大会大会大会大会：：：：優勝者優勝者優勝者優勝者

男子男子男子男子のののの部部部部 田田田田　　　　辺辺辺辺　　　　智智智智　　　　樹樹樹樹 （（（（ 小小小小 山山山山 ゴゴゴゴ ーーーー ルルルル ドドドド レレレレ ーーーー ンンンン ））））

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

女子女子女子女子のののの部部部部 川川川川　　　　田田田田　　　　幸幸幸幸　　　　子子子子 （（（（ ササササ ンンンン ププププ ララララ ザザザザ ボボボボ ウウウウ ルルルル ））））

第第第第　　　　１１１１回回回回オールオールオールオール栃木栃木栃木栃木メンズメンズメンズメンズ選手権選手権選手権選手権：：：：優勝者優勝者優勝者優勝者

男子男子男子男子のののの部部部部 上上上上　　　　山山山山　　　　　　　　　　　　正正正正 （（（（ 宇宇宇宇 都都都都 宮宮宮宮 ゴゴゴゴ ーーーー ルルルル ドドドド レレレレ ーーーー ンンンン ））））

栃木県栃木県栃木県栃木県ボウリングボウリングボウリングボウリング場協会加盟場協会加盟場協会加盟場協会加盟センターシードセンターシードセンターシードセンターシード選手選手選手選手

ーーーー１１１１ーーーー

各各各各センターシードセンターシードセンターシードセンターシード選手選手選手選手「「「「女子女子女子女子」」」」１１１１名名名名・・・・・・・・計計計計７７７７名名名名



①①①① 名名名名 名名名名 計計計計 名名名名競技内容競技内容競技内容競技内容 ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト 76767676 ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト 76767676 152152152152 各各各各シフトシフトシフトシフト共共共共、ＢＯＸ、ＢＯＸ、ＢＯＸ、ＢＯＸ４４４４名名名名

※※※※ＡＢＡＢＡＢＡＢシフトはシフトはシフトはシフトは、、、、各各各各センターにてセンターにてセンターにてセンターにて決定決定決定決定しますしますしますします（（（（センターセンターセンターセンター毎毎毎毎にににに割当数割当数割当数割当数がありますがありますがありますがあります））））

②②②②

③③③③

④④④④ ⇒⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒⇒

⑤⑤⑤⑤

８８８８ゲームトータル・アメリカンゲームトータル・アメリカンゲームトータル・アメリカンゲームトータル・アメリカン方式方式方式方式・オールスクラッチ・オールスクラッチ・オールスクラッチ・オールスクラッチ

１１１１ゲームごとゲームごとゲームごとゲームごと「「「「右右右右にににに２２２２ボックスボックスボックスボックス目目目目」」」」にレーンにレーンにレーンにレーン移動移動移動移動　　　　

ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト 前半前半前半前半４４４４ＧＧＧＧ ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト 前半前半前半前半４４４４ＧＧＧＧ ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト 後半後半後半後半４４４４ＧＧＧＧ ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト 後半後半後半後半４４４４ＧＧＧＧ

各各各各シフトシフトシフトシフト、、、、スタートスタートスタートスタート練習練習練習練習ボールありボールありボールありボールあり。。。。

⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦

名名名名 名名名名

名名名名 名名名名

前半前半前半前半ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト終了後終了後終了後終了後、、、、開会式開会式開会式開会式をををを行行行行うううう。。。。

チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオン決定戦決定戦決定戦決定戦はははは、、、、男女男女男女男女ともともともとも８８８８ＧＧＧＧトータルのトータルのトータルのトータルの上位者上位者上位者上位者

男子男子男子男子 ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト 6666 ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト 6666

女子女子女子女子 ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト 3333 ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト 3333名名名名 名名名名女子女子女子女子 ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト 3333 ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト 3333

によりによりによりにより本年度本年度本年度本年度チャンピオンをチャンピオンをチャンピオンをチャンピオンを決定決定決定決定するするするする

男子男子男子男子チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオン

５５５５位位位位

ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト

６６６６位位位位 ３３３３位位位位 １１１１位位位位 ２２２２位位位位 ４４４４位位位位 ５５５５位位位位 ６６６６位位位位 ３３３３位位位位 １１１１位位位位 ２２２２位位位位 ４４４４位位位位

女子女子女子女子チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオン

部部部部 門門門門 別別別別 男子男子男子男子のののの部部部部 女子女子女子女子のののの部部部部

３３３３位位位位

ＡＡＡＡシフトシフトシフトシフト ＢＢＢＢシフトシフトシフトシフト

２２２２位位位位 ３３３３位位位位 １１１１位位位位 １１１１位位位位 ２２２２位位位位

①①①①

※※※※

※※※※

表表表表 彰彰彰彰 男子男子男子男子のののの部部部部 ・・・・・・・・・・・・ 優勝 優勝 優勝 優勝 ～ ～ ～ ～ 第12位 第12位 第12位 第12位 ・ ・ ・ ・ Ｈ/Ｈ/Ｈ/Ｈ/GGGG賞賞賞賞（（（（予選予選予選予選） ） ） ） ・ ・ ・ ・ Ｈ/Ｈ/Ｈ/Ｈ/４４４４賞賞賞賞（（（（予選予選予選予選））））

「「「「２０１７２０１７２０１７２０１７下野杯下野杯下野杯下野杯」」」」のシードのシードのシードのシード選手認定選手認定選手認定選手認定

「201「201「201「201６６６６ラウンド・ワン ジャパンカップラウンド・ワン ジャパンカップラウンド・ワン ジャパンカップラウンド・ワン ジャパンカップ」」」」アマチアアマチアアマチアアマチア選抜大会招待(予定選抜大会招待(予定選抜大会招待(予定選抜大会招待(予定））））

②②②②

※※※※

①①①①

女子女子女子女子のののの部部部部 ・・・・・・・・・・・・ 優勝 優勝 優勝 優勝 ～ ～ ～ ～ 第6位 第6位 第6位 第6位 ・ ・ ・ ・ Ｈ/Ｈ/Ｈ/Ｈ/GGGG賞賞賞賞（（（（予選予選予選予選） ） ） ） ・ ・ ・ ・ Ｈ/Ｈ/Ｈ/Ｈ/４４４４賞賞賞賞（（（（予選予選予選予選））））

「「「「２０１２０１２０１２０１7下野杯7下野杯7下野杯7下野杯」」」」のシードのシードのシードのシード選手認定選手認定選手認定選手認定

遵遵遵遵 守守守守 事事事事 項項項項 出場選手出場選手出場選手出場選手はははは、、、、必必必必ずずずず「「「「センターセンターセンターセンター名名名名｣｣｣｣又又又又はははは「「「「個人名個人名個人名個人名」」」」入入入入りのユニフォームりのユニフォームりのユニフォームりのユニフォーム①①①①

②②②②

③③③③

④④④④

ボウラーズベンチボウラーズベンチボウラーズベンチボウラーズベンチ内内内内でのでのでのでの飲食飲食飲食飲食はははは禁止禁止禁止禁止となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。

大会中大会中大会中大会中はははは、、、、携帯電話等携帯電話等携帯電話等携帯電話等のののの使用使用使用使用はははは禁止禁止禁止禁止となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。

使用使用使用使用ボールはボールはボールはボールは、、、、検量証検量証検量証検量証がががが必要必要必要必要ですのでですのでですのでですので予予予予めめめめ準備下準備下準備下準備下さいさいさいさい。。。。※※※※大会当日大会当日大会当日大会当日のののの検量検量検量検量はははは、1,000、1,000、1,000、1,000円円円円となりますとなりますとなりますとなります。。。。

遵遵遵遵 守守守守 事事事事 項項項項 出場選手出場選手出場選手出場選手はははは、、、、必必必必ずずずず「「「「センターセンターセンターセンター名名名名｣｣｣｣又又又又はははは「「「「個人名個人名個人名個人名」」」」入入入入りのユニフォームりのユニフォームりのユニフォームりのユニフォーム

をををを着用着用着用着用することすることすることすること（（（（不着不着不着不着のののの場合場合場合場合はははは失格失格失格失格となりますとなりますとなりますとなります）。）。）。）。

④④④④

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

それそれそれそれ以降以降以降以降のキャンセルはのキャンセルはのキャンセルはのキャンセルは全額全額全額全額、、、、選手負担選手負担選手負担選手負担となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい。。。。

大会中大会中大会中大会中はははは、、、、携帯電話等携帯電話等携帯電話等携帯電話等のののの使用使用使用使用はははは禁止禁止禁止禁止となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。

大会中大会中大会中大会中、、、、場内場内場内場内でのでのでのでの喫煙喫煙喫煙喫煙はははは指定場所以外禁止指定場所以外禁止指定場所以外禁止指定場所以外禁止となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。

登録選手登録選手登録選手登録選手のキャンセルはのキャンセルはのキャンセルはのキャンセルは、、、、大会2日前大会2日前大会2日前大会2日前（（（（１１１１１１１１日日日日））））までとしまでとしまでとしまでとし、、、、選抜選抜選抜選抜センターへキャンセルセンターへキャンセルセンターへキャンセルセンターへキャンセル手続手続手続手続きをしてきをしてきをしてきをして下下下下さいさいさいさい。。。。

⑦⑦⑦⑦ 昼食等昼食等昼食等昼食等はははは各自各自各自各自でごでごでごでご準備下準備下準備下準備下さいさいさいさい。。。。
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