関西年間スケジュール表

2019 BILLIARDS CALENDAR
JPBA
（日本プロポケットビリヤード連盟）
日程
日

1

大会名 ・ 開催地

日

6（日） ①月例会（各府県）
13（日） 第31回 京阪神和奈滋対抗戦（会場/玉出ACE）
［ホスト/奈良］

6

26（土）･27（日） 第30回 関西オープン（会場/大阪）

第17回 関西レディースオープン（会場/大阪）

7

第11期 女流球聖戦 C級（会場/玉出ACE・マグスミノエ）

（会場/玉出ACE・マグスミノエ）
7（日） 第59期 名人戦 C級戦〈関西最終予選〉

13（土）〜15（月・祝） 第32回 ジャパンオープン（会場/東京）

8

4（日） 第27回 オールジャパンサマーカップ（会場/大阪）
11（日・祝） 第59期 名人戦 A級戦（会場/ピカソ（京都））
25（日） 文部科学大臣賞 第67回 全日本アマチュアＰＢ選手権大会
予選（各府県）

3（日） ③月例会（各府県）
10（日） 第313回 京阪対抗戦（会場/京都）
［ホスト/京都］

第 9 回 神滋対抗戦（会場/兵庫）
［ホスト/兵庫］
第 9 回 和奈対抗戦（会場/和歌山）
［ホスト/和歌山］

9

16（土）･17（日） 第69回 全日本ポケットビリヤード選手権大会

1（日） ⑦月例会（各府県）
7（土）･8（日） 第20回 マスターズ（会場/玉出ACE）
14（土）･15（日） 第16回 中部スポーツビリヤードフェア（会場/愛知）

第59回 全日本ポケットビリヤードB級選手権大会

（会場/大阪）

［ホスト/奈良］
22（日） 第10回 京奈対抗戦（会場/奈良）

24（日） 第28期 球聖戦 A級（会場/玉出ACE）

第 8 回 阪滋対抗戦（会場/滋賀）
［ホスト/滋賀］
第 8 回 神和対抗戦（会場/和歌山）
［ホスト/和歌山］

第11期 女流球聖戦 A級（会場/マグスミノエ）

31（日） ④月例会（各府県）

29（日） 第59期 名人戦 名人位決定戦（会場/セスパ東大宮（埼玉））

6（土） 第11期 女流球聖位挑戦者決定戦（会場/マグスミノエ）
7（日） 第11期 女流球聖位決定戦（会場/マグスミノエ）

10

［ホスト/大阪］
7（日） 第12回 関西東海対抗戦（会場/玉出ACE）

11（土）･12（日） 第47回 全日本オープン14-1選手権大会(会場/東京）
11（土）･12（日） 第30回 大阪クイーンズオープン（会場/大阪）

13（日） ⑧月例会（各府県）
26（土）･27（日） 第18回 全国アマチュアビリヤード都道府県選手権大会
(会場/鹿児島）
［NBA］

27（日） 第36回 京阪神対抗戦（会場/各府県）
［ホスト/京都］

［ORC］
21（日） 第36回 ORCオープン（会場/玉出ACE 他）

5（日・祝） 第45回 日本縦断オープンPB 関西大会（会場/大阪）

5（土）･6（日） 第17回 全国シルバースターカップ（会場/玉出ACE）
19（土）･20（日） 第33回 北陸オープン（会場/石川）

13（土） 第28期 球聖位挑戦者決定戦（会場/セスパ東大宮（埼玉））
14（日） 第28期 球聖位決定戦（会場/セスパ東大宮（埼玉））

第17回 和奈滋対抗戦（会場/各府県）
［ホスト/和歌山］

11

3（日） ⑨月例会（各府県）
3（日） 第18回 シニアオープン（会場/京都）
9（土）･10（日） 文部科学大臣賞 第67回 全日本アマチュアＰＢ選手権大会

12（日） ⑤月例会（各府県）

（会場/名東スポーツセンター
（愛知・特設）
）

17（日） 第28回 京滋対抗戦（会場/京都）
［ホスト/京都］

18（土）･19（日） 第55回 全日本都道府県対抗ポケットビリヤード

第 5 回 阪和対抗戦（会場/大阪）
［ホスト/大阪］
第11回 神奈対抗戦（会場/奈良）
［ホスト/奈良］

選手権大会（会場/ビックホエール（和歌山・特設））

25（土）･26（日） 第31回 北海道オープン（会場/北海道）

17（日） 第 6 回 日本学生ナインボール選手権

26（日） 第 3 回 京和滋対抗戦（会場/京都）
［ホスト/京都］

(会場/アルカイックホール
（特設）
［
）NBA］

第10回 阪神奈対抗戦（会場/兵庫）
［ホスト/兵庫］

6

第35回 全日本アマチュア９ボールB級選手権大会
第20回 全日本アマチュア９ボール女子級選手権大会

28（日） 第20回 マスターズ 予選（各府県）

第11期 女流球聖戦 B級（会場/玉出ACE・マグスミノエ）

5

29（土）･30（日） 第43回 全日本アマチュア９ボールA級選手権大会

21（日） 第59期 名人戦 B級戦〈第２ブロック予選〉
（会場/玉出ACE）

10（日） 第24回 京都オープン（会場/京都）
［京都協会］
24（日） 第28期 球聖戦 B級（会場/玉出ACE）

4

大会名 ・ 開催地

第32回 ジャパンオープン女子（会場/東京）※女子は14、15日

3（日） 第28期 球聖戦 C級（会場/玉出ACE）

（各府県）
17（日） ②月例会（都道府県対抗戦予選）

3

その他

（会場/アルカイックホール
（兵庫・特設）
［
）全連］

20（日） 第31回 マーブルカップ［大阪組合］

2

JAPA
（日本アマチュアポケットビリヤード連盟）
関西日程

18（月）〜24（日） 第52回 寛仁親王牌 全日本選手権大会
(会場/アルカイックホール
（特設）
）

2（日） ⑥月例会（各府県）
8（土）･9（日） 第31回 九州オープン（会場/福岡）
16（日） 第59期 名人戦 E級戦〈関西1次予選〉
（会場/玉出ACE）
23（日） 第59期 名人戦 D級戦〈関西2次予選〉
（会場/玉出ACE・マグスミノエ）

12

1（日） ⑩月例会（各府県）
8（日） 第 5 回 KANSAI14-1（会場/玉出ACE・マグスミノエ）
15（日） 第43回 関西府県対抗戦（会場/玉出ACE）
［ホスト/兵庫］
日程は都合により変更になる場合があります。詳しくは各試合の要項をご確認ください。

JPBA西日本事務局 〒547-0005 大阪府大阪市平野区加美西１-６-１８ TEL.06-6777-2222

FAX.06-6794-6459

JAPA事務局 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-4-25-602 TEL.06-4256-7778

FAX.06-4256-7779

