
～ 参加競技についてのご案内 ～
「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2018 アジア パシフィック」

会場と競技についてのご案内です

ボウリング

会場名 住所・アクセス・連絡先

TOKYO PORT BOWL
（東京ポートボウル）

住所 〒105-0023 東京都港区芝浦1-13-10

アクセス JR山手線、京浜東北線「田町駅」東口下車 徒歩6分
都営三田線、浅草線「三田駅」下車 A6出口より 徒歩6分
ゆりかもめ「日の出駅」下車 徒歩15分
ゆりかもめ「芝浦ふ頭」下車 徒歩15分

連絡先 03-3451-9211
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試合日程

項目 3日（土・祝）

出 場 チ ー ム 数 45チーム

試 合 方 式 チーム全員の3ゲーム合計得点

競 技 場 東京ポートボウル（7F）

受 付 時 間 9:00

開 会 式 9:50

第 1 試 合 開 始 時 間 10:00

表 彰 式 15:00（7Fレストラン） 予定

＜チーム戦（4人1組）＞

問い合わせ先：ザ・コーポレートゲームズ 東京 2018 アジア パシフィック 大会運営事務局

03-6869-6380 contact@corporate-games.jp

※大会当日は電話のみの対応となります。

試合会場
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試合当日の流れ

受付
●受付にはキャプテン（又は代表者）がお越しください。
出欠確認と試合時間・競技レーンのご案内を致します。

●受付で選手参加証をご提示ください。
●当日の選手登録変更はできませんので予めご了承ください。

着替え・準備

開会式

試合開始

●会場にはロッカー・更衣室はありませんので予めご注意ください。
●貴重品は必ず各自で保管・管理してください。

●1ゲームの10分前までにボウリングレーン前にて開会式を行いますので
各該当レーンで待機してください。また、初回待機チームはレーン前に
お集まりください。

●日頃の練習の成果を思う存分発揮してください。
●会場は入場無料です。どなたでも観覧可能です。
応援者の方も大歓迎です！
※競技の進行に妨げにならない位置での応援をお願いします。

●昼食などの準備はございません。また、お弁当などの持ち込みもできま
せん。同フロアのレストランまたは周辺の飲食店をご利用ください。

その他注意事項

●キャプテン以外の参加者の方もスタッフが確認を行う場合がありますので、試合会場に選手参加証が
わかるものを必ずお持ちください。

●受付の際に、スコアカードを個人で１枚、団体で１枚お渡しします。
スコアカードは最終ゲーム終了後、ボウリング場フロントに提出をしてください。
各ゲーム終了後、隣接する他のチームのサインをもらってください。

●未成年者の本大会参加には、保護者の方の同意が必要になります。保護者同意書を大会HPよ
りダウンロード、および保護者のご署名の上、参加される競技会場にご持参ください。
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試合スケジュール

日程 11月3日（土・祝）

会場 東京ポートボウル

レーン 34レーン

クラス ４名１組

１レーン人数 4人

試合時間 180分

参加チーム数 チーム　45組

人数 180名

15:00　表彰式（レストラン）

40

10:00

ゲーム①

（１Ｇ15分/人*4名）

計60分

34ゲーム

20

40

11:00

20
ゲーム②

（１Ｇ15分/人*4名）

計60分

34ゲーム

40

12:00

20

ゲーム③

（１Ｇ15分/人*4名）

計60分

34ゲーム

40

13:00

20

ゲーム④

（１Ｇ15分/人*4名）

計60分

33ゲーム

40

8:00

20

40

9:00

20

14:00

20

40

15:00

20

受付時間（9:00~）

開会式 9:50~

集計

準備 8:30~
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競技のルール

《競技クラス》
●チームオープン（４名１組）
※男性のみでも、女子のみでも、混合チームでも出場可能です。

《準備するもの》
●全選手、Tシャツなどのお揃いのユニフォームを着用してください。
●プレー代2,000円(税込)を当日に、競技会場にてお支払いください。
※プレー代にはボール、貸し靴費用が含まれます。

《受付時間と試合時間》
受付時間：9:00
●チームキャプテンが代表として受付してください。キャプテンの都合がつかない場合は、代わりのチームメンバーが
受付を行ってください。

試合時間：10:00
●競技終了後、15:00頃から表彰式を行います。

《試合形式》
●チームメンバー全員の3ゲームの合計得点で順位を決定します。
【順位決定方法】
同得点の場合は、最高得点と最低得点の差の少ない方→ストライクの数→スペアの数
→チーム内の女性の人数→チーム平均年齢の高い方で順位を決定します。
●個人賞として男女それぞれ最高得点者を表彰します。

《競技ルール》
●最新の日本ボウリング振興協議会（NBCJ）で定められた「日本ボウリングルール(NBR)」に準じ、
一部コーポレートゲームズルールを採用します。
●レーンの線を超えるとファールになります。また、レーンとレーンの間の部分に立ってもファールとなります。
１ゲームずつレーンを替えてのプレーとなります。
●同一チームは同じレーンでプレーします。
※ゲームスケジュールは当日の受付でスケジュール表をお渡します。

【練習ゲーム】
試合開始前に３分間の練習ゲームの時間を設けます。

【スコアカード】
各ゲームごとのスコアを記入してください。
（個人で１枚、チームで１枚お配り致します）試合終了後回収します。

【注意事項】
機械トラブルが発生した際は、お近くの係員をお呼びください。
尚、機械トラブルによりレーンが変更となる場合がございます。
アプローチでの食事はできません。飲食について持ち込みはできません。会場施設で購入した物のみボックス内
コンコースでの飲食可能です。
※競技詳細は変更となる場合があります。



１レーン４名様でゲームを行っていただきます。
本大会のルールは１つのレーンで３ゲーム消化するのではなく、参加者全員で交代でレーンを移動しながらゲームを消化していただきます。
分かりやすく４レーンを使用して、５組がゲームを行う場合を説明します。

■第１ゲーム
最初に５組が５レーンでゲームを行います。

■第２ゲーム
次に残りの２組と、空いている３レーンに３組が入ってゲームを行います。
尚、レーンの入れ替え時間として10分空けます。

つまり、①②チームは２ゲーム目ということになります。

■第３ゲーム
第３ゲームは④チームから始まり、⑦チームが４レーンでゲームを行いますので①チームは３ゲーム目になります。

これを繰り返して、全てのチームが３ゲームを消化します。

【練習について】
全てのゲーム開始の前に３分間の練習時間を設けます。
場内アナウンスで練習時間の開始と終了をお知らせます。
練習終了後、ゲーム開始のアナウンスがありましたら、試合開始です。

【ゲームスケジュールについて】
本大会のゲームスケジュールは次の通りです。

区分 試合時間 開始時間

第1ゲーム 60分 10:00

第2ゲーム 60分 11:10

第3ゲーム 60分 12:20

第4ゲーム 60分 13:30

区分 時間
レーン

1 2 3 4 5

第1ゲーム 60分 ①チーム ②チーム ③チーム ④チーム ⑤チーム

区分 時間
レーン

1 2 3 4 5

第1ゲーム 60分 ①チーム ②チーム ③チーム ④チーム ⑤チーム

入れ替え時間 10分

第2ゲーム 60分 ⑥チーム ⑦チーム ①チーム ②チーム ③チーム

区分 時間
レーン

1 2 3 4 5

第1ゲーム 60分 ①チーム ②チーム ③チーム ④チーム ⑤チーム

入れ替え時間 10分

第2ゲーム 60分 ⑥チーム ⑦チーム ①チーム ②チーム ③チーム

入れ替え時間 10分

第3ゲーム 60分 ④チーム ⑤チーム ⑥チーム ⑦チーム ①チーム
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ゲームの進行方法



■会場フロア図（7F）

TOKYO PORT BOWL（東京ポートボウル）

■会場周辺図

■受付
・受付は7Fフロアに設置いたします。

■施設
・駐車場はありませんので公共交通機
関また、お近くの有料駐車場をご利
用ください。
・喫煙所は所定の場所のみとなります。

■レストラン
・当日、7Fレストラン「フィッシャーマンズ
ハウス」にて競技参加者を対象に通常
は1000円のところ900円にてランチ
ビュッフェを提供していただけます。
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受付

開会式会場

表彰式会場


