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拝啓 時下益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の諸事業に格別なるご理解とご支援を賜り、深く感謝申し上げ
ます。

「ボウリング・ボール検査員 検査に関する手引き」に入つてお りますボール

検査合格証の記入について (P9～ P10)の内容で、ボール名等の書き方があいま
いになつており各大会で混乱を招いてしまいましたので、一部文章を変更し、明
確にいたしました。変更した箇所は赤字になっております。お手数ですがボール

検査員 。選手の方に通達をよろしくお願いいたします。

公認 ドリラーの方には 7月 中旬か下旬頃に公認 ドリラー研修会の案内を郵送い

たしますのでその時に変更内容を一緒にお送 りさせていただきます。
取り急ぎ FAXを させていただきます、本紙は 7月 22日 (月 )の定期発送でお

送 りさせていただきます。

記

変更箇所

氏名・所属・J B C No

・ (訂正印は氏名・会員番号 。所属のみ使用可能)追カロ

ボール名・ボールNo・ 公認 (WrBA・ 」BC)欄
・ (ア プルーブリス トかボールの外箱に書いてある通りに書く)を (ア プリーブリス ト・ボール

の外箱に書いてある文字・購入するショップ等)に変更

。(例 1、 例 2の様にボール名は英文字・カタカナ記入どちらでもよい)追加

重量

(※参考としてバランサーによる計量は、トップウエイ ト、フィンガーウエイ ト、サィ ドウエイ

トの 6箇所を計量し、その平均値を重量として、キログラムに換算 tン て記入すること)肖」除

「※小数点 2ケ タまで記入してもよい」と文章追加

有効期間

(鉛筆での記入 。日付の訂正は禁止します)追加

以 上



JBCボール検査合格証の記入について

」BCボール検査合格証 (記入例 )

ボール検査合格証 NOOOOOOO

氏名 東京 太郎 所属 東京都

J.B.C

NO.

13-A―○○○○○ 硬度 75

ホ―゙ル

名

{}{ 1) Black Diarnond Particle Pearl
例 2)  フ

゛
ラックタ

゛
イヤモント

゛
ハ―゚ティクルノ「―ル

ホ―゙ル

ヽ
ipOOOOO

公
認 ヽヽ・lhヽ ○ 」BC

重 量 a"kg l指穴数131プ ガn嶽 )

有効期限 平成 26年 5月 6日 より平成 27年 5月 5日

公益財団法人 全日本ボウリング協会

J曇 __賀__.三 __郎 ._

_東京部ボ_ゥ _り _ン_グ連盟

氏名・所属・ J.BoC.No.
」BC会員証に記載されている、氏名、所属(連盟)名 、 JBC会員番号を記入する。

※ボール検査合格証の有効期間内に、年度切 り替え等により、氏名、所属(連盟)名 、 」BC会員

番号が変わつた場合は、新 しい氏名、所属(連盟)名 、会員番号を訂正 してそのまま使用する。

※訂正箇所には、」BC公認ボール検査員が確認 し捺印する。 (言丁正印は氏名 。会員番号 。所属の

み使用可能)

ボール名・ボールM・ 公認 鰤ぽBA・ JBC)欄
ボール名は、WTBA・ 」BCの リス ト(アフ

・
ルーフ

゛
リスト・ホ―゙ルの外箱に書いてある文字。購入するシ

=ッ

フ
(等

)で確認 して記入する。(例 1。 例 2の様にホ―゙ル名は英文字・カタカナ記入どちらでもよい)

ボールMは、ボールに刻印されている全ての番号を記入する。

WFBAか 」BCの公認が確認できたらどちらかに 「○」印を付ける。

※ボール番号の無いボール、ハウスボール等においては、認識可能な最小限の番号、記号を刻印

することは認められてお り、識別できる刻印をするように指導する。

硬度

デュロメーターDに より、3箇所以上を所定の方法で測定し、その平均をそのボールの硬度とす

る。(競技終了すぐの測定はしないこと)

重量

ボールの重量は必ず 「キログラム」単位で記入すること。
「重量」は台秤で計量することを原則とする。

※小数点 2ケ タまで記入 してもよい

指穴数

ボールを持つための穴は 5穴が限度です。

バランスホール、通気のための穴は、指穴の数にはプラスしない。

プラグ「無 。有( )」

プラグの有・無に○を付け、プラグありの場合はプラグ数 (ホールのプラグ)を記入する。

親指に埋めてあるソリッドはプラグとはみなさない。

※プラグをする時のソリッドでのプラグは、中に空洞ができるため禁止。

※ボールの表面に付いた傷をプラグした時は、プラグ数に含まない。 (故意にキリ等で開けた穴

平成 26年 7月

本証の有効期間は 1年間とする

本証受領後ボールにプラグ等の再カロェをした場合、本証は無効

とし、新たに連盟または大会本部に届け出て再検査を受けなけ

ればならない。

ド リ ル 日

(MOOOO-13

公認 ドリラー名

検 査 日

(NOOOOO-13

検 査 員 名

連  盟  名

平成 26年 5月 1日

号)

___青 __森__花__子

平成 26年 5月 6日

号)



有効期間
「ボール検査合格証」の有効期間は、検査 日から翌年の検査日の前 日までの 1年間 とするc

(年度有効期間ではありません)

」BC公認ボール検査員が責任を持って有効期間を記入すること。

(鉛筆での記フ、。日付の訂正は禁止します)

公認 ドリラー名・ ドリル 日

ボールを ドリルした」BC公認 ドリラーが、JBC公認 ドリラーの責任において、 ドリラー名・

ドリラー番号・ ドリル日を書き印鑑を押すc

※検査するボールに対し、」BC公認 ドリラーとJBC公認ボール検査員は、同 じであってはな

らない。

※ 「継続印」について、一度ボール検査を受け、「ボール検査合格証」の有効期間が失効し、加

工等を一切 しないで引き続き使用する場合は、改めて JBC公認 ドリラーの方か ら「確認印」

をいただくのは大変ですから、JBC公認ボール検査員が、失効 した「ボール検査合格証」の

」BC公認 ドリラー名 と番号 。ドリル日を確認・記入の上で、「継続印」(連盟配布済)を赤色

にて押す。

※新規に検査するボールは、「継続印」を押さずにJBC公認 ドリラーの印をいただいて下さい。

検査 日、検査員名、連盟名

ボール検査に合格 した場合に、JBC公認ボール検査員の責任において、「検査 日」。「検査員名」・

「登録番号」。「連盟名」を記入 し、 JBCに 登録 した印鑑を押す。

」BC公認ボール検査員が、自分のボールを検査することは認める。

※ ドリル前に 「ボール検査合格証」に署名捺印をし、発行することは禁止する。

(ボール検査前に 「ボール検査合格証」にJBC公認ボール検査員氏名が捺印された 「ボール検

査合格証」を発見した場合は、この JBC公認ボール検査員の資格を取消す)

有効期間内の再カロエ等について

「ボール検査合格証」の有効期間内であっても、ボールにブラグ及び ドリル等加工を加えた場合

は必ず再検査をし、新 しい 「ボール検査合格証」を発行する。

同じボールを 2人で使用する場合について

同じボールを 2人で使用する場合は、それぞれの選手に 「ボール検査合格証」が必要です。

JBC公認 ドリラー・ JBC公認ボール検査員に不正があった場合について

JBC公認 ドリラー・ 」BC公認ボール検査員に不正があった場合は、即座に資格喪失とし、

発行された 「ボール検査合格証」は無効とする。

JBC公認 ドリラーヘボール検査合格証の販売・発行について
「ボール検査合格証」は、JBC公認 ドリラーにも発行 しているが、所属連盟において JBC公
認ボール検査員が検査をして発行するものとする。その際、各都道府県連盟が定めているボール

検査料金を納入 し、各都道府県の印をもらう。ボール検査をする前に都道府県の印が押 してある
「ボール検査合格証」は無効である。

(ボール検査合格証は、ボールの検査料金であって、ボール検査合格証自体の料金ではありません)

※ 」BC公認 ドリラーには「ボール検査合格証」を販売 している。

価格は 1枚 54円 で、10枚単位(10枚 540円 )で販売いたします。

下記口座か現金書留で JBCま で送金の上、 」BC公認 ドリラー部会まで連絡 して下さい。

<」 BC公認 ドリラーロ座>
銀行名 三菱東京UF」 銀行 三田(ミ タ)支店

口座番号 普通預金 No.3581782  口座名義 公認 ドリラー委員会

公益財団法人 全 日本ボ ウリング協会 認証部 発行

10


