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月 日 曜日 大会名 開催地／会場 主催 運営/主管

3 日

1 10 日

11 月(祝)

17 日

24 日 第23回 東日本ローテーション大会 渋谷ＣＵＥ KANPOKE TPA

30～31 土～日 第27回 関西オープン　第13回 関西レディースオープン 大阪 JPBA

31 日

7 日 第25期 球聖戦 Ｃ級戦　関東地区大会 渋谷ＣＵＥ KANPOKE CPBA

2 11 木(祝)

14 日 第58回 ９ボールクラシック地上最強Ｂ級戦 渋谷ＣＵＥ Classic

14 日 第21回 京都オープン 京都 JPBA

14 日

21 日 第６回 東日本神奈川１０ボール選手権 ロリエ KANPOKE KPBA

28 日 第16回 全日本学校対抗ナインボール選手権大会　関東予選 山水 NBA

28 日

6 日 第25期 球聖戦 Ｂ級戦 ／ 第８期 女流球聖戦 Ｂ級戦　関東地区大会 渋谷ＣＵＥ KANPOKE KPBA

3 6 日

13 日 第14回 水戸市長杯ナインボールトーナメント 茨城 KANPOKE IRC

13 日 第16回 全日本ジュニアナインボール選手権大会(ＪＯＣカップ)　関東予選 山水 NBA

20 日 第16回 全日本学校対抗ナインボール選手権大会 東京 NBA

19～20 土～日 第66回 全日本ポケットビリヤード選手権大会 (Ｂ級は第56回) 大阪 JPBA

20 日

21 月(祝)

27 日 第25期 球聖戦 Ａ級戦 ／ 第８期 女流球聖戦 Ａ級戦　東日本地区大会 渋谷ＣＵＥ JAPA SPA

3 日 第38回 全日本アマチュアナインボール選手権　関東各地区予選 関東各地区 関東各地区 関東各地区

4 10 日 第37回 ９ボールクラシックチャンピオンシップ 渋谷ＣＵＥ Classic

10 日 第16回 全日本ジュニアナインボール選手権大会(ＪＯＣカップ) 東京 NBA

10 日

16～17 土～日 第８期 女流球聖戦 挑戦者決定戦(4/16)／女流球聖位決定戦(4/17) 大阪(マグ) JAPA

17 日 第27回 スプリングカップ関東ＢＣ級戦 ＜季節杯＞ 渋谷ＣＵＥ KANPOKE CPBA

17 日

23～24 土～日 第28回 北海道オープン 北海道 JPBA

24 日 第15回 東日本山梨ナインボールトーナメント 山梨 KANPOKE YPBC

29 金(祝)

30 土 第25期 球聖戦 挑戦者決定戦 広島(みゆき) JAPA HPBC

1 日 第25期 球聖戦 球聖位決定戦 広島(みゆき) JAPA HPBC

5 1 日

3 火(祝)

4 水(祝)

5 木(祝)

8 日 第１回 関東フェスティバル　※大会名変更の可能性あり(詳細は要項にて) 渋谷ＣＵＥ KANPOKE TPA

14～15 土～日 第44回 全日本オープン１４－１選手権大会 東京 JPBA

14～15 土～日 第27回 大阪クイーンズオープン 大阪 JPBA

15 日 第６回 関東地区アマ連対抗戦　※関東地区JAPA連盟員のみ 渋谷ＣＵＥ KANPOKE KANPOKE

15 日 第26回　東日本宮城県エキサイトナインボール大会 宮城 JAPA東北 MPBA

15 日

21～22 土～日
第40回 全日本アマチュア９ボール選手権大会 Ａ級・Ｂ級・女子級
   　　 (Ｂ級は第32回、女子級は第17回)

兵庫 NBA

5/28～29 土～日 第52回 全日本都道府県対抗ポケットビリヤード選手権大会 和歌山 JAPA

1 水 後期ポケットプロテスト 各地 JPBA

6 4～5 土～日 第２回 ハウステンボス九州オープン 長崎 JPBA

5 日 第29回 全関東学生ナインボール選手権大会 東京 NBA

5 日

12 日 第59回 ９ボールクラシック地上最強Ｂ級戦 渋谷ＣＵＥ Classic

12 日

19 日 第56期 名人戦 Ｃ級戦 関東地区大会 渋谷ＣＵＥ KANPOKE TPA

19 日 第33回 ＯＲＣオープン 大阪 ORC

26 日 第14回 東日本ＩＲＣナインボール選手権 茨城 KANPOKE IRC

2016年 ＪＡＰＡ関東地区 年間予定
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2016年 ＪＡＰＡ関東地区 年間予定

2～3 土～日 第32回 関東オープン／関東レディースオープン 渋谷ＣＵＥ JPBA

7 3

10 日 第56期 名人戦 Ｂ級戦 関東地区大会 渋谷ＣＵＥ KANPOKE TPA

16～18 土～月(祝) 第29回 ジャパンオープン　男子／女子 決勝：ニューピアホール JPBA

17 日 第16回 東日本さくらんぼ９ボール選手権大会 山形 JAPA東北 YBA

24 日

31 日 第７回 東日本Ｔｏｋｙｏテンボール 渋谷ＣＵＥ KANPOKE TPA

7 日 第72回 愛媛国体記念大会　関東各地区予選　※該当都県居住者に限る 関東各地区 関東各地区 関東各地区

11 木(祝)

8 14 日

21 日 第56期 名人戦 Ａ級戦 京都 JAPA

21 日 第37回 ９ボールクラシックチャンピオンシップ 渋谷ＣＵＥ Classic

21 日

28 日 第28回 サマーカップ関東ＢＣ級戦 ＜季節杯＞ 渋谷ＣＵＥ KANPOKE SPA

28 日

3～4 土～日 第17回 マスターズ 大阪 JAPA

9 4 日 第７回 関東地区アマ連交流戦　※関東地区JAPA連盟員のみ 東京(予定) KANPOKE KANPOKE

11 日 第16回 東日本群馬県ナインボール選手権大会 群馬 KANPOKE GPA

17～18 土～日 第13回 中部スポーツビリヤードフェア(東海グランプリ) 愛知 JPBA

18 日 第64回 全日本アマチュアポケットビリヤード選手権大会　関東各地区予選 関東各地区 関東各地区 関東各地区

19 月(祝)

22 木(祝)

25 日 第56期 名人戦 名人位決定戦 埼玉 JAPA SPA

25 日

2

9 日 第29回 東日本福島選手権 仙台 JAPA東北 FPBA

10 9 日 第３回 日本学生ナインボール選手権大会 東京 NBA

9 日

10 月(祝)

15～16 土～日 第30回 北陸オープン 石川 JPBA

16 日
第30期 全関東ビリヤード選手権大会　シニア級／女子級
第30期 全関東９ボール大会　Ｃ級戦

渋谷ＣＵＥ KANPOKE TPA

23 日 第13回 東日本新潟選手権 新潟 NIBA NPA

23 日 第60回 ９ボールクラシック地上最強Ｂ級戦 渋谷ＣＵＥ Classic

29～30 土～日
第15回 全国アマチュアビリヤード都道府県選手権大会
    　（第72回 国民体育大会 記念大会)

愛媛 NBA

3 木(祝)

11 5～6 土～日 第14回 全国シルバースターカップ 大阪 JAPA

6 日 第２回 東日本栃木選手権 栃木 KANPOKE TPBA

13 日 第27回 オータムカップ関東ＢＣ級戦 ＜季節杯＞ 渋谷ＣＵＥ KANPOKE KPBA

13 日

17～23 木～水 第49回 全日本選手権大会(国際オープン) 兵庫 JPBA

20 日 第12回 東日本千葉ナインボールトーナメント 千葉 KANPOKE CPBA

23 水(祝)

26～27 土～日 第64回 全日本アマチュアポケットビリヤード選手権大会 愛知 JAPA

4 日 第14回 東日本埼玉９ボール選手権 埼玉 KANPOKE SPA

12 7 水 前期ポケットプロテスト 各地

11 日 第20回 ９ボールクラシック・レディース＆メンズ 渋谷ＣＵＥ Classic

18 日

23 水(祝)

25 日

JAPA主催の公式戦 発行 ： 関東ポケットビリヤード連盟
KANPOKE主催もしくは主管の公式戦 http://japa.jp/schedule
関東地区の各都県における全国大会の共通予選日
※斜体字は関東地区で行われないオープン戦
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