第 32 回

Japan Open

2019 年 7 月 13 日（土）

■日時

開催要項（2019 年）

予選 9：30 までに集合（受付遅刻は不戦敗）～開始 （予選複数会場）

7 月 14 日（日） 予選 9：30 までに集合（受付遅刻は不戦敗）～開始 （ビリヤード・ロサ）
7 月 15 日（月祝） 決勝 9：10 までに選手控室集合～10 時開始予定 （特設会場）
■予選会場
ビリヤード・ロサ
ビリヤード CUE
バグース六本木店
ﾎﾟｲﾝﾄｻﾝﾋﾞﾘ荻窪西口店
バグース新宿店
■決勝 特設会場

（※都合により一部予選会場が変更になる場合もございます）
豊島区池袋西池袋 1-37-12 ロサ会館 5F
TEL：03-3988-8411
渋谷区渋谷 1-14-14 EST ビル 6F
TEL：03-3409-2451
港区六本木 5-5-1 ロアビル 3F
TEL：03-3478-9998
杉並区上荻 1-16-16 ユアビル 7F
TEL：03-5349-8303
新宿区歌舞伎町 1-20-1 ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ新宿歌舞伎町ビル 5Ｆ TEL：03-3208-0127

ニューピアホール 東京都港区海岸 1-11-1 TEL：03-3578-0041

Men

10 ボール 勝者ブレイク・ラックシート使用・セルフラック・コールショット
1 日目 8 ラック先取ダブルイリミネーション
2 日目 9 ラック先取シングルイリミネーション （ベスト 128 より）
決勝日 8 ラック先取シングルイリミネーション （ベスト 16 より）
予選（2 日目まで）：プロ・C コード、 アマ・襟付きシャツ着用・黒スラックス・黒靴

■種目

■服装

決勝：プロ・B コード、 アマ・襟付きシャツ・タイとベスト着用（カマーバンド可）・黒スラックス・黒靴
※股上を越える長さのシャツ等は必ずスラックスに入れる事
※ジーンズ素材・チノパン・カーゴパンツ・サンダル・スニーカー等禁止）
※予選・決勝共にソールも黒いレザースニーカーは OK
詳細は JPBA 規約の服装コードを必ずご参照お願いします。
※アマチュアの方は、NBA 公認の連盟及び現存する所属店舗ワッペン（プリント含む）以外は不可とさせて頂いております。

■出場費

プロ ￥33,000／アマ ￥18,000／男子ジュニア￥9,000 （対象：18 歳未満）
※定員先着 480 名プロ優先となります。前回優勝者はフィー免除

【エントリ‐フィープラス 1,500 円（送料込）で予選に着用可能な「2019 年 JO オフィシャルポロシャツ」を販売します。※別紙参照。

2019 年 7 月 14 日（日） 予選 9 時 30 までに集合（受付遅刻は不戦敗）～開始 （荻窪・六本木）

■日時

7 月 15 日（月祝） 決勝：11：30 までに集合（受付遅刻は不戦敗）～開始 （特設会場）
■予選会場

（※都合により一部予選会場が変更になる場合もございます）
ﾎﾟｲﾝﾄｻﾝﾋﾞﾘ荻窪西口店
杉並区上荻 1-16-16 ユアビル 7F
バグース六本木店

港区六本木 5-5-1 ロアビル 3F

TEL：03-5349-8303
TEL：03-3478-9998

9 ボール ・勝者ブレイク・ラックシート使用・セルフラック・スリーポイントルール
予選日：7 ラック先取ダブルイリミネーション
：ベスト 32 より 8 ラック先取シングルイリミネーション（ベスト 16 に変更の場合もあります）
決勝日：7 ラック先取シングルイリミネーション（ベスト 8 より）

■種目

Women

■服装

予選：プロ・B コード
アマ・ジーンズ素材・短パン・ミニスカート・カジュアルシャツ・ミュール・スニーカー等禁止

決勝：プロ・A コード アマ・正装又は盛装
※ポロシャツ・スポーツシャツ・ジーンズ素材・短ﾊﾟﾝ･ﾐﾆｽｶｰﾄ・ミュール・スニーカー等禁止
※アマチュアの方は、NBA 公認の連盟及び現存する所属店舗ワッペン（プリント含む）以外は不可とさせて頂いております。

■出場費

プロ ￥22,000／アマ ￥12,000／女子ジュニア ￥6,000 （対象：18 歳未満）
※定員先着 104 名プロ優先となります。前回優勝者と JPBA 女子ランキング 5 月度 1 位の者はフィー免除

その他詳細と申込方法
本競技会は「日本ドーピング防止規定」に基づく検査対象大会です。（詳細は別紙を必読下さい）
■注意事項
① アマチュア出場選手は CS カードが必要です。
当日申請はできませんので、事前に NBA ホームページより取得をお願い致します。
② 本大会に出場するにあたり、写真・テレビ・雑誌・新聞等の各種メディアに撮影される事を承諾し、
肖像権の全てが JPBA に属する事を確認した上でエントリーをお願いします。
③ 希望予選会場のご対応は、できかねます事をご了承下さい。
■賞典 （JPBA 選手は後日振込となります）
※外国人選手入賞は 20.42％の税金がかかります。
※プロ賞金 男子優勝 120 万円～ベスト 32 まで（予選最終） 女子優勝：40 万円～ベスト 8 まで
男女共にアマチュア入賞はプロ賞金の半額相当のカタログギフト （賞品は郵送です）

Remarks

■副賞 男女共になし ■ベストアマ賞 男女共に 11 月の全日本選手権への出場資格・プロ転向資格あり
■観戦料
出場選手は出場費領収書が決勝会場の入場券となります。（受取忘れ・紛失の無いようご注意下さい）
※出場費領収書の提示が無い場合は、観戦チケットをご購入して頂きます。
予選入場券販売：各予選会場
予選 1 日券￥2,000 2 日通し券￥3,000 （各会場観戦可能・出入り自由）
決勝入場券販売：チケットぴあ・提携コンビニ P コード：842-496 決勝指定席・決勝立ち見前売り券
決勝指定席：A~C 席 ￥4,500 D~G 席 ￥4,000 H~K 席 ￥3,000 前売り立ち見券 ￥2,000
※当日販売立ち見券 ￥2,500 指定席の空席販売あり
■エントリー期間

男女共に 6 月 10 日（月）昼 12 時より 6 月 24 日（月）昼 13 時まで、
※キャンセルは 6 月 24 日（月）昼 13 時まで、締切後のキャンセルは出場費を頂戴致します。

■レイトエントリー 男女共に 6 月 24 日（月）昼 13 時から 6 月 25 日（火）昼 13 時まで
通常フィープラス 5,000 円を頂きます。※レイトキャンセルは 6 月 25 日（火）昼 13 時まで。
締切後のキャンセルは出場費を頂戴致します。 キャンセルの連絡先：info@jpba-east.jp
■申込先
JPBA 関東支部 HP 内のエントリーフォームからのみ受付となります。（FAX・電話での受付はしておりません）
エントリーフォーム：http://www.jpba-east.jp/
エントリーフォームは、プロ用（男女・海外選手）・アマチュア用（男女・海外選手）があります。

Entry

自動送信にて受付完了メールが届きます。@jpba-east.jp を受信可能に設定して下さい。
エントリー漏れ等の事故防止の為、各自でお申込み下さい。（複数人同時申込みはできません）
※注意：エントリーフォームとは別に所属支部には出場を連絡する事。
※申込後、関東支部 HP のエントリー一覧に、自分のお名前があるかご確認下さい。
万が一、掲載されていない場合は、早急に下記問い合わせ先の info のアドレスまでメールでご連絡下さい。
■振込先
エントリー申込後、7 月 1 日（月）までにお振込みをお願い致します。
※試合当日の現金での受け取りはできません。
振込口座情報：三菱東京 UFJ 銀行 四谷支店 普通 1258030 日本プロポケットビリヤード連盟 支部長 オカダ マサキ

※複数人数分お振込みの場合、振込名義人名欄は必ず統一し、info@jpba-east.jp までご連絡下さい。
定員はプロ優先となります。ご了承下さい。
※振込手数料は、各自でご負担お願いします。
■お問合せ先：JPBA 関東支部 （JO 大会本部）
メールアドレス：info@jpba-east.jp

Men

MAX 480 Players

Women MAX104 Players

