
 

 

今後も、大会毎の連絡事項は、連盟ホームページに掲載しますので、 
連盟主催大会出場の際は、ホームページのご確認をお願いします 

 
令和２年９月17日 

京都府２人チーム競技大会 
参加申込者各位 

一般社団法人京都府ボウリング連盟 
 

大会参加にあたっての連絡事項 
 
 この度は、京都府２人チーム大会に参加申込頂きありがとうございました。 
 ６月から連盟事業を再開するにあたって、別紙の「新型コロナウィルス感染症拡大予防
ガイドライン（連盟事業参加者への連絡事項）」に基づき連盟主催大会を実施して参ります
ので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 
主な連絡事項 
 
 ・ シフト毎に受付を行います、指定時間以降の入場にご協力下さい。 
（会場滞在時間を少しでも短くする為） 
別紙参照して下さい。 受付は、時間通りに行います。 

 
 ・ コンピュータ画面に、選手名を表示していますので、ボールバック等を 
   投球されるボウラーズベンチ内、又はその後方においてください。 
 
 ・ 会場受付前（１F）で、検温、手指の消毒を行ってから、受付を行ってください。 
 
 ・ 受付開始時間直後は、混雑し、受付に時間がかかります。 

列が長い場合は、離れた場所で、しばらくお待ち下さい。 
 
 ・ 参加費は、釣り銭のないようにご準備下さい。（割引券の枚数を含め） 
 
 ・ ボール拭きタオル、筆記用具をご持参ください。（センターに用意はありません） 
 
 ・ ボール検査器具設置センター所属クラブの方は、可能な限り、 

事前にボール検査を済ませた上で参加をお願いします。 
 
 ・ ボール登録用紙を事前に記入してご持参下さい。 
（連盟ホームページからダウンロードできます） 

 
 ・ 競技中もマスク着用を、お願いいたします。 
 
 ・ 競技終了後は、速やかに会場から退出をお願いします。 

 



Creator 川邊　真央 Creator 井阪　晃生 Creator
西ケ花隆光 ＦＳＢＣ 綾城恵利子 ＦＳＢＣ
茨木　久登 ＦＳＢＣ 茨木　和男 ＦＳＢＣ
村田　優子 ＦＳＢＣ 南村　武士 ＦＳＢＣ
新井　朋代 ＦＳＢＣ 増田　義夫 ＦＳＢＣ

インサニティー 木下　圭介 インサニティー 鳴瀧　清矢 インサニティー
泉　　靖子 宇治松園 斉ノ内真由美 宇治松園
川邊菜津子 宇治松園 松崎　英子 宇治松園
栂尾　正弘 上賀茂 栂尾　陽子 上賀茂
奥田　晃二 上賀茂 山崎　多鶴 上賀茂

亀岡 松崎　勝喜 亀岡 梅原　秀夫 亀岡
北山 藤村　知弘 北山 東田　菜穂 北山

福原　和宏 吉祥院 大西　雄太 吉祥院
松本八重子 吉祥院 東　　英市 吉祥院
田中　市子 吉祥院 辻　　康博 吉祥院

衣笠 篠田ひろみ 衣笠 井上　　豊 衣笠
城陽 河北　　剛 城陽 蓬莱　史恵 城陽
田辺一休 高山　　穂 田辺一休 平田　直也 田辺一休

八木美弥子 福知山サンケイ 小池　敏嗣 福知山サンケイ
服部　吉員 福知山サンケイ 小柴　輝夫 福知山サンケイ

伏見 近藤　松夫 伏見 松崎　哲也 伏見
大下　義弘 船井 上山　信夫 船井
坂本　　愛 船井 坂本　健治 船井
坂本真貴子 船井 森下　美紀 船井
前田　晋作 向日市 大西　愛子 向日市
松本　　勇 向日市 多田　直樹 向日市
内藤久美子 亀岡 内藤慎之介 船井
松本　春樹 吉祥院 大藪信太郎 洛陽総合高校
辻　　拓也 Creator 西澤　圭祐 宇治松園
河北　利佳 城陽 西山　由美 衣笠
南　　愛美 ラピュタ 福家　英樹 ラピュタ
北條　心暖 ラピュタ 南　　禮葵 ラピュタ

令和２年度京都府２人チーム・参加申込名簿・受付時間
参加申込チーム全チーム参加可能です（抽選は行いません）

Aシフト　受付時間 ： ８：１５～９：００
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令和２年度京都府２人チーム・参加申込名簿・受付時間
参加申込チーム全チーム参加可能です（抽選は行いません）

西垣　　創 ＦＳＢＣ 稲田　雅行 ＦＳＢＣ
出野　成一 ＦＳＢＣ 尾崎さとみ ＦＳＢＣ
松枝　哲也 ＦＳＢＣ 武本　淳史 ＦＳＢＣ
寺川　和摩 ＦＳＢＣ 山本友規子 ＦＳＢＣ

インサニティー 遠藤　文男 インサニティー 舩戸　聡志 インサニティー
宇治松園 中谷　明美 宇治松園 安倍　修一 宇治松園
上賀茂 堀　　泰之 上賀茂 松本　雅司 上賀茂
亀岡 村上　功晃 亀岡 東海　信昭 亀岡
北山 庄司　佳弘 北山 成田真由美 北山

坂本　　保 吉祥院 川﨑日出夫 吉祥院
佐藤　正典 吉祥院 内藤　　茂 吉祥院
田村　智二 吉祥院 藤川　　潔 吉祥院
藤川　　歩 吉祥院 中山　崇宏 吉祥院
鍵野　　隆 吉祥院 鍵野　礼子 吉祥院
撫養凛太郎 衣笠 西山　博幸 衣笠
中谷　眞二 衣笠 渡辺　祐博 衣笠

城陽 奥　　享子 城陽 御藤　恭史 城陽
谷口　桃枝 福知山サンケイ 谷口　正美 福知山サンケイ
池田真由美 福知山サンケイ 芦田　利行 福知山サンケイ

伏見 山田　みわ 伏見 山口　直矢 伏見
円山　和哉 船井 森下　　潤 船井
森下　美優 船井 槙野　椋太 船井

向日市 一澤　　徹 向日市 里井　良夫 向日市
奥村　鈴子 宇治松園 石本　初子 田辺一休
マドレ秀弘 上賀茂 高田　　勇 船井
市川　真実 宇治松園 中島　義一 ユニチカ
市川　正明 田辺一休 播本　雄輔 衣笠
越野　寿成 吉祥院 吉川　伸一 田辺一休

洛東 岡田　和豊 洛東 小原　　勉 洛東
ラピュタ 長谷川茂吉 ラピュタ 長谷川良一 ラピュタ

Bシフト　受付時間 ： １０：００～１０：４５
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新型コロナウィルス感染症拡大予防ガイドライン  
（連盟事業参加者への連絡事項） 

2020.8.3現在 
一般社団法人京都府ボウリング連盟 

 
当面の間、新型コロナウィルス感染症予防の為に主催者(連盟)が決めた 
下記の事項の厳守、主催者の指示に従って下さい。 
スポーツ庁からのスポーツイべント開催・実施時の感染防止策チェックリスト並びに 
日本ボウリング場協会感染防止ガイドラインに基づき作成しています。  

１．体調がよくない場合 (発熱37.5度以上・咳・咽頭痛などの症状がある場合)  
参加を見合わせて下さい。 
（センター入場時又は参加受付時に、非接触型体温計で測定します）  

２．手洗い・飛沫感染の予防・咳エチケット（マスク着用）を徹底して下さい。 
 （センター入場時又は参加受付に、設置された消毒液で、手指の消毒を行って下さい。） 
 （マスクのない方は、１枚50円で配布します） 
 （センター入場の際には、マスク着用とし、事業終了まで着用して下さい。） 
  （表彰式は、写真撮影の時のみ、マスクを外して下さい。）  
３．接触による感染防止の為、握手、ハンドタッチを禁止します。大声での会話・ 
応援は禁止します。可能な限り、他の参加者と距離をとって下さい。  

４．ボール用タオルの共同使用を禁止します。（マイタオルを持参して下さい）  
５．記録用紙記入用の筆記用具（鉛筆・ボールペン）は、各自持参して下さい。  
６．参加費は、釣り銭のないように、予めご準備下さい。  
７．ボール登録用紙は、可能な限り、事前に記入の上、持参して下さい。  
８．事業終了後２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、 
主催者(連盟)に対して 速やかに濃厚接触者の有無等について報告して下さい。  

（主催者側の対応について） 
１．受付等に、飛沫防止シートを設置します。 
２．受付は、シフトのある大会は、シフト別に受付を行います。     
シフトは、事前に連盟ホームページに掲載します。 

３．ボール検査業務は、飛沫防止ｼｰﾄが設置不可の為、ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ、手袋を着用します。 
４．現金等は、トレイを介して受領を行います。 
５．開会式は、主催者挨拶のみ行い、他は省略します。 
６．トラブル連絡用の赤旗は使用しません。 
７．表彰式の際、表彰者はフェイスガードを着用します。 
８．万一感染が発生した場合、関係当局へ参加者情報（氏名・住所等）を提供します。 
 
 


