
2022年度 第30期 球聖戦 東日本開催要項

球聖戦
●出場資格／ＣＳカード有効登録者
●競技方法／NBA制定ルールに準拠　9ボール交互ブレイク・プッシュアウト・セルフラック採用、ダブルヒット非採用
　　　　　　Ｂ・Ｃ級 : ダブルイリミネーション
　　　　　　Ａ　級 : 予選ダブルイリミネーション・決勝（Best32より）シングルイリミネーション
●出 場 費／一般選手（シード選手含む） 7,500円　JAPA会員 7,000円　ジュニアCSカード対象選手 3,500円
　　　　　 ※出場費は大会当日に受付時に支払いください。当日欠席の場合は指定口座に振り込みまた代理人支払い
●服　　装／Ｂ・Ｃ級 : 襟付きシャツ着用（ポロシャツ可）、スラックス着用（Gパン不可）、革靴履き
　　　　　　Ａ　級 : ワイシャツ・ネクタイ・スラックス着用、革靴履き、JAPA連盟員はベスト着用
●試合会場／C　級 : ビリヤード CUE（渋谷）・BILLIARD ROSA（池袋）
　　　　　　B　級 : BILLIARD ROSA、 A　級 : ビリヤードCUE
●注意事項／CSカードは会場での当日発行はできませんので事前に取得すること
　　　　　 　※日本ビリヤード協会HPよりシクミネットにて手続きが必要です（問い合わせ先　日本ビリヤード協会 ０３－５７７０－７９１１ 担当星野）

全クラスに
おいて

スリーポイント
ルールを
採用

日時／2022年3月20日（日）（午前10時～10時30分受付）　
予選／勝者 ： 6ラック先取、敗者 ： 5ラック先取　決勝 ： 7ラック先取32名シングル
※B級戦からの進出36名＋シード8名＋北海道4名＋東北16名　計64名
【シード選手】 小笠原晋吾、 喜島安広、 醍醐雅人、 幸 真司、 酒井賢一、 小宮 裕樹、 磯 朋如、本間俊行

20
22

2022年2月13日（日）

日時／2022年2月13日（日）（受付時間等は2/10（木）までに「大会情報」にて告知します）
関東地区選手対象 定員192名
勝者／6ラック先取、敗者／5ラック先取

Ｃ級戦

日時／2022年3月6日（日）（受付時間等は3/1（木）までに「大会情報」にて告知します）
勝者／6ラック先取り、敗者／5ラック先取
※C級戦からの進出72名＋シード24名（連盟シード含む）　計96名
【シード選手】 園山 亮、 東 薫、 松山紀章、 建川雄司、 重松亮太、 青木 聖、 波佐間慶太、 二渡行基、宮本琉成

大会主催 ： 日本アマチュアポケットビリヤード連盟（JAPA）　大会主管／関東ポケットビリヤード連盟 （KANPOKE）
大会運営／Ｃ級戦 東京（TPA/渋谷担当）、埼玉（SPA/池袋担当）　Ｂ級戦 神奈川（KPBA）　Ａ級戦 千葉（CPBA）
大会協賛 ： （一社）日本ビリヤード商工連合会（BCJ）、（株）アダムジャパン
会場提供／ビリヤードCUE 、BILLIARD ROSA　　取材協力／On the hill! 

予選会場、組合せ、
タイムスケジュール等は、JAPA-HP、
オンザヒル等に掲載しますので
ご確認お願いいたします。

大会
情報

JAPA  HP JAPA感染対策
ガイドライン第2版

コロナ対策しています・感染防止にご協力ください

https://japa.ne.jp/kyuseisen_east_entry/エントリーはこちら

申込締切 ： 球聖戦関東地区選手は2022年2月4日（金）24時まで（シード選手も含む）
※北海道地区・東北地区の球聖戦出場者は、各地区でまとめて2022年3月10日（木）24時までに
　JAPA中野までメールにて連絡のこと

エントリーについて

（問い合せ先 TPA事務局 info@tpa-web.net）
エントリーページ

2022年3月２0日（日）
A級戦東

日
本
地
区

2022年3月6日（日）
B級戦関

東
地
区

関
東
地
区



20
22

2022年度 第13期 女流球聖戦 東日本開催要項

女流球聖戦
●出場資格／ＣＳカード有効登録者
●競技方法／NBA制定ルールに準拠
　　　　　　9ボール交互ブレイク・プッシュアウト・セルフラック採用、ダブルヒット非採用
　　　　　　Ｂ級 :  ダブルイリミネーション
　　　　　　Ａ級 : 予選ダブルイリミネーション・決勝（Best16より）シングルイリミネーション
●出 場 費／一般選手（シード選手含む） 7,500円　JAPA会員 7,000円　ジュニアCSカード対象選手 3,500円
　　　　　 ※出場費は大会当日に受付時に支払いください。当日欠席の場合は指定口座に振り込みまた代理人支払い
●服　　装／ニット系、Ｔシャツ、デニム等軽装禁止。正装と判断出来る服装
　　　　　　JAPA連盟員はベスト着用
●試合会場／Ｂ級 : BILLIARD ROSA（池袋）、 Ａ級 : ビリヤード CUE（渋谷）
●注意事項／CSカードは会場での当日発行はできませんので事前に取得すること
　　　　　 　※日本ビリヤード協会HPよりシクミネットにて手続きが必要です（問い合わせ先　日本ビリヤード協会 ０３－５７７０－７９１１ 担当星野）

コロナ対策しています・感染防止にご協力ください

申込締切：女流球聖戦関東地区選手は2022年2月4日（金）24時まで（シード選手も含む）

※北海道地区・東北地区は女流球聖戦出場者は各地区でまとめて2022年3月10日（木）24時までに
　JAPA中野までメールにて連絡のこと

エントリーについて

（問い合せ先 SPA事務局 spa_info@japa.ne.jp）
エントリーページ

日時／2022年2月13日（日）（12：00～12：30受付）
※女流球聖戦はC級戦がありませんのでB級戦からのスタートになります

勝者／6ラック先取、敗者／5ラック先取

B級戦
2022年2月13日（日）

関
東
地
区

日時／2022年３月２0日（日）（12：00～12：30受付）
予選 ： 勝者／6ラック先取、敗者／5ラック先取　決勝 ： 7ラック先取16名シングル
※B級戦からの進出17名＋シード8名＋北海道3名＋東北4名の計32名
【シード選手】 島崎文恵、 近藤利江子、 磯 六月、 高橋直子、 佐藤裕美、 大塩さゆり、 米田理沙、 坂田夕紀

A級戦
2022年3月20日（日）

東
日
本
地
区

https://japa.ne.jp/jyoryu_east_entry/エントリーはこちら

大会主催 ： 日本アマチュアポケットビリヤード連盟（JAPA）
大会主管／関東ポケットビリヤード連盟 （KANPOKE）
大会運営／Ｂ級戦  埼玉（SPA）、 Ａ級戦 千葉（CPBA）
大会協賛 ： （一社）日本ビリヤード商工連合会（BCJ）、（株）アダムジャパン
会場提供／ビリヤードCUE 、BILLIARD ROSA　　取材協力／On the hill! 

予選会場、組合せ、
タイムスケジュール等は、JAPA-HP、
オンザヒル等に掲載しますので
ご確認お願いいたします。

大会
情報

JAPA  HP JAPA感染対策
ガイドライン第2版

全クラスに
おいて

スリーポイント
ルールを
採用



コロナ対策しています・感染防止にご協力ください

球聖位決定戦

【段位認定】　毎期順位により段位を認定しますが、所得した段位は永久段位です。新たに段位認定書の交付申請を
される場合或いは段位認定書の再交付を申請される場合には、段位に関係なく段位認定料として¥3,000が必要に
なります。球聖位以下の段位認定は下記の通りです。
十段・・・球聖位、九段・・・挑戦者決定戦出場者、八段・・・２～４位、七段・・・５～８位、六段・・・９～12位、
五段・・・13～16位、四段・・・17～24位、三段・・・25～32位、二段・・・33～64位、初段・・・Ｂ級戦で２勝以上

【賞典】　球聖位及び、女流球聖位には、株式会社アダムジャパン様よりＭＵＳＡＳＨＩキュー
並びに賞状を授与。球聖Ａ級戦９位タイ迄の選手に賞品を授与。女流球聖Ａ級戦３位タイ
迄の選手に賞品を授与。

主催／日本アマチュアポケットビリヤード連盟（ＪＡＰＡ）　
主管／関東ポケットビリヤード連盟 （KANPOKE）
協賛／（一社）日本ビリヤード商工連合会（BCJ）　 株式会社アダムジャパン
協力／Anythig（千葉）　マグスミノエ（大阪）　　 On the hill!

2022年度 第30期 球聖位決定戦開催要項

東日本代表選手と西日本代表選手が球聖位挑戦権を獲得へ、３セット先取（1セット7ラック先取）で行います。
試合会場 ： Anythig（千葉）

挑戦者決定戦　2022年5月14日（土）（１１：３０集合、1２：００試合開始）

挑戦者が、「第２9期 小宮鐘之介球聖位」と第30期 球聖位を獲得へ、５セット先取（1セット7ラック先取）で行います。
試合会場 ： Anythig（千葉）

球聖位決定戦　2022年5月15日（日）（９：３０集合、１０：００試合開始）

※スリーポイントルールを採用

女流球聖位決定戦
2022年度 第13期 女流球聖戦位決定戦開催要項

【段位認定】　毎期順位により段位を認定しますが、所得した段位は永久段位です。新たに段位認定書の交付申請を
される場合或いは段位認定書の再交付を申請される場合には、段位に関係なく段位認定料として¥3,000が必要に
なります。球聖位以下の段位認定は下記の通りです。
十段・・・球聖位、九段・・・挑戦者決定戦出場者、八段・・・２～４位
七段・・・５～８位、六段・・・９～12位、五段・・・13～16位

東日本代表選手と西日本代表選手が女流球聖位挑戦権を獲得へ、３セット先取（1セット7ラック先取）で行います。
試合会場 ： マグスミノエ（大阪府）

挑戦者決定戦　2022年４月9日（土）（１１：３０集合、１２：００試合開始）

挑戦者が、「第12期 梶原愛女流球聖位」と第13期 女流球聖位を獲得へ、４セット先取（1セット7ラック先取）で行います。
試合会場 ： マグスミノエ（大阪府）

女流球聖位決定戦　2022年４月10日（日）（９：３０集合、１０：００試合開始）

※スリーポイントルールを採用
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