
第７１回 全日本スリークッション選手権大会 
寬仁親王杯争奪 《大会要項》 

 

日  程：２０１４年４月３０日(水)～５月６日(休) [予備日 4/28･29] 

会  場：東京／霞が関ビルディング １階プラザホール 
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 http://www.kasumigaseki36.com/ 
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 11 番出口から 徒歩 3 分 
東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関」駅Ａ13 番出口から 徒歩 5 分 

東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅 8 番出口から 徒歩 6 分 

試合方式：全ゲーム クロック使用 [４０秒ルール／３０点ゲームＪ-３枚、４０点ゲームＪ-４枚] 

１次予選ラウンド [Pre Pre Qualification Rounds] 

フリーエントリー ＊段位不問 ＊所属地区不問 

４月３０日(水)・５月１日(木) [予備日 4/28(月)･29(祝)] 

３０点・３名リーグ戦 [２次予選進出枠最大３８名予定／出場者数・地区枠等により進出人数の変動有] 

＊60 キュー打切り・両者敗け 

２次予選ラウンド [Pre Qualification Rounds] 

５月２日(金)・５月３日(祝) 

地区枠１６名＋１次通過者＋シード(１次への出場者が少ない際 JPBF より１次免除を取る可能性有) 

３０点・３名リーグ戦☓１８組 [上位２４名が最終予選進出]  ＊60 キュー打切り・両者敗け 

各地区代表選手 

北海道 ２名 

東北 ２名 

中部 ２名 

静岡 ２名 

関西・北陸 ４名 

中国 １名 

四国 １名 

九州 ２名 

計 16 名 

最終予選ラウンド [Qualification Rounds] 

５月４日(土)・５月５日(祝) 

大会シード８名＋２次予選通過者２４名 

 ４０点・４名ダブルイリミネーション×８組 [各組２名＝上位１６名が決勝トーナメント進出] 

＊５/５ 最終予選ラウンド終了時より、決勝トーナメントベスト１６ 

シード 

第 70 回 全日本 3C 選手権者(船木耕司) 

第 63 回 全日本アマ 3C 選手権者(古屋敷亮⼀) 

他 (NBA 推薦枠２名を含む) 

2013 年度 JPBF ランキング上位者より 

8 名 

決勝トーナメント [Final Tournament] 

４０点・１６名シングルトーナメント 

５月５日(祝) 最終予選ラウンド終了時より ベスト１６ 

５月６日(休) ベスト８、準決勝、決勝 



出場資格：要ＣＳカード（段位不問） 

日本ドーピング防止規則を理解し遵守する者。検体採取に応ずる者。 

全日本３Ｃ選手権大会・全日本女子３Ｃ選手権大会ともに、ドーピング検査を実施します 

［上位入賞者よりランダムに複数名を検査］ 

出場者は、ドーピングの防止に関し、自己が摂取し又は使用する食品・薬品等について責任を持つこと。  

医師に対し禁止物質及び禁止方法を用いてはならないという自己の義務を伝え、自己に施される治療が、ドーピ

ング防止方針に違反しないことを確認すること。治療のため禁止物質を使用する場合、あらかじめＴＵＥ申請を

すること。 

賞  金：無し 

出 場 費：男子プロ３万円 ／ アマチュア 及び 女子プレーヤー ２万円 

＊女子プレーヤーはプロ・アマ問わず、２万円の出場費で二大会［全日本３Ｃ・全日本女子３Ｃ］出場可 

 全日本女子３Ｃ選手権のみに出場するプレーヤーの出場費は、プロ１万円、アマチュア７千円 

振込み先 みずほ銀行 亀戸支店 (普)１４８５１０３ 全日本３Ｃ選手権大会 

＊ＮＢＡ支部からの一括入金以外は、振込み名の冒頭を「プレーヤー氏名」にて入金してください。 

申込締切：申込・振込みともに、３月２４日(月) 正午まで 

申込方法：ＮＢＡホームページ  http://www.nba.or.jp/ 

トピックス［エントリーフォームより申込み］ 
＊過去の成績には、全日本選手権大会での最高位を入力。 

＊今回を含めた出場回数（第 50 回大会はベスト 16 から本

戦出場と数える) 

＊別途、各支部事務局はＮＢＡ宛に代表背番号（選抜戦の

成績表等にて）報告してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：社団法人日本ビリヤード協会(NBA) 主管：日本プロビリヤード連盟東日本(JPBF.e) 

日本ビリヤード協会 〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-5-11 元赤坂マンション 603 

Tel：03-5770-7911 Fax：03-5770-7913 

 

【ドーピング検査について】 

・本競技会は、日本ドーピング防止規程に基づくドーピング検査対象大会である。本競技会参者は、競

技会にエントリーした時点で日本ドーピング防止規程にしたがい、ドーピング検査を受けることに同

意したものとみなす。 

・また、未成年者である本競技会参加者のエントリーにおいては、上記のドーピング検査の実施につい

て親権者から同意を得たものとみなす。 

・本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査を拒否又は回避した場合、検査員の指

示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完了することができな

かった場合等は、ドーピング防止規則違反となる可能性がある。ドーピン制裁等を受けることになる

ので留意すること。 

・日本ドーピング防止規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ・ド

ーピング機構のウェブサイト(http://realchampion.jp/)にて確認すること。 



第７１回 全日本スリークッション選手権大会 寬仁親王杯争奪 

第２１回 全日本女子スリークッション選手権大会 《細則》 
 

服装規定：ドレスコードＡ［競技・表彰式ともに、日本国旗やオリンピック(JOC 含)に関わるマークの装着不可］ 

タキシードベスト・蝶ネクタイ（色、デザインともに自由） 

シャツ(単色の白または黒、襟付き、長袖) ＊目視で白一色・黒一色と分かる物 

スラックス(黒のフォーマルズボン)、靴(黒革靴)、靴下(黒系統) 

女子プレーヤーに関しては、選手権に相応しい正装（盛装）であれば、上記の限りではあり
ません（極端な肌の露出、バックストラップの無い靴は不可） 

 

集合時間：タイムスケジュールの時刻には、試合に入れる準備を整えておく事。 

呼び出し時に試合に入らず 10 分間経過すると失格(大会そのもの)となります。 
＊試合開始時刻を早めたい旨の依頼をする可能性もございます、運営へのご協力をお願い致します。 

練  習：各プレーヤー毎試合５分。＊試合前日等の事前練習は出来ません。 

クロック：各テーブルにクロックが配置されます［スコアも表示されるモニターの使用を予定］ 

４０秒ルール（全日本３Ｃ選手権／30 点ゲーム ジョーカー３枚、40 点ゲーム ４枚） 

（全日本女子３Ｃ選手権／18 点ゲーム ジョーカー２枚、25 点ゲーム ３枚） 

 プレーヤーによるジョーカー（エクステンション）コールは不要。 

ショットまでに要した時間［４０秒に対し１枚のジョーカー］を、レフリーが更新していきます。 

 ロスタイムの申請は、レフリーが認識しコールや合図を発しない限り、クロックが進み続けるの

で、明確に行う事。ロスタイムオフはレフリーが判断します。 

 与えられたジョーカー枚数を使い切った後、ショットまでに４０秒経過させるとファール（プレ

ーヤー交代、相手は必ず初球立直しからプレーします） 

 各プレーヤー、１試合に１回トイレタイムを認めます。 

２回目以降は、自らの持ち時間を使用する事（トイレタイムのジョーカーは、１枚しか進めません） 

休憩ではありません。喫煙などトイレ以外の目的で利用することを固く禁じます。 

必ず自分の撞く番の時にタイムをかける事。 

相手がタイムをとった際に、自分もトイレタイムを行使する事は可能です。 

テーブル：ＧＡＢＲＩＥＬＳ、ラシャ（シモニスラピッド）、ボール（ドットボール）  

 

【 そ の 他 】 

 本年度の御協賛金は、従来のパンフレットではなく、大会専用Ｗｅｂサイトの構築に役立てます。 

御協賛賜ります企業様・店舗様・各団体様のご案内もサイトを介して行う他、組合せやタイムスケジュールの

発表、大会時の試合速報等を随時行ってまいります。また、約１万人が勤務していると言われる霞が関ビルに

於いては、大会前より（キャロムビリヤードを紹介する）小冊子が配布され、期間中のデモンストレーション

等も並行させながら普及・広報活動に努めてまいります。 

御協賛に際します情報提供方法のご案内は、別便にて郵送させて頂きます。 

また、大会Ｗｅｂサイトの公開日が決まり次第、ＮＢＡ及びＪＰＢＦＨＰよりお知らせさせて頂きます。 

 関東代表選抜戦の開催はありません。関東支部所属となるプレーヤーは、フリーエントリーとなる(プラザホ

ール／１次予選）よりご出場ください。また他支部予選に出場できなかったプレーヤー、敗退してしまったプ

レーヤーの方々のエントリーも可能です。 

関東支部に属するアマチュアプレーヤーの昇段（本戦出場による５段昇段）について 

本大会（第 71 回大会）に於ける昇段は、最終予選（ベスト３２）進出より認定対象となります。 

他支部アマチュアプレーヤーに関しては、各支部の判断に委ねます。 



 
第２１回 全日本女子スリークッション選手権大会 

世界女子スリークッション選手権大会 日本代表選考会［兼］  《大会要項》 
 

日  程：２０１４年５月８日(木)～５月１０日(土) 

会  場：東京／霞が関ビルディング １階プラザホール 

試合方式：予選ラウンド [Qualification Rounds] 

ＮＢＡ各支部（関東／北海道・東北／関西・北陸・中国／四国・九州／中部・静岡）より 

５月８日(木) 

１８点リーグ戦 [５名リーグ☓２組を予定／出場者数により変更有、４０秒ルール／Ｊ-２枚] 

  ＊40 キュー打切り・両者敗け 

予選ラウンドより上位４名が決勝ラウンド進出 

決勝ラウンド [Final Rounds] 

５月９日(金)・５月１０日(土) 

２５点・９名リーグ戦 [４０秒ルール／Ｊ-３枚]  ＊50 キュー打切り・両者敗け 

［シード］ 第 20 回 全日本女子３Ｃ選手権者 肥田緒里恵 

第４回  世界女子３Ｃ選手権者  東内那津未 

代表選抜戦参戦権保持選手３名  西本優子・福本綾香・林 奈美子 

賞  金：無し 

出 場 費：女子プレーヤーはプロ・アマ問わず 

２万円の出場費で二大会［全日本３Ｃ・全日本女子３Ｃ］出場する事ができます 

全日本女子３Ｃ選手権のみに出場するプレーヤーの出場費 プロ１万円、アマチュア７千円 

申  込：３月２４日(月) 正午まで 

申込方法・締切り・入金方法ともに、全日本３Ｃ選手権と同様 

練  習：各日ともに第１ゲーム５分、第２ゲームから２分。＊試合前日等の事前練習は出来ません。 

全日本３Ｃ女子選手権大会出場 関東プレーヤーは、所属店舗からの責任レフリー制です。ご理解・ご

協力願います。 

 

出場資格、服装規定、集合、クロック、テーブル等に関しては、全日本３Ｃ選手権要項・細則を参照 

 

 

本大会は、2014.10/15-19 ATHENS (Greece)にて予定されている、 
第５回 世界女子スリークッション選手権大会への日本代表選考会を兼ねます 

＊主管国の情勢により、世界戦は予告無く中止となる可能性もございます。ご理解の上ご出場ください。 

＊本年度の開催は、世界女子選手権への代表選考を兼ねた特別大会です。 

［全日本３Ｃ選手権の出場費で２大会可］等、全て本年度だけの適用となります。 

 

 

主催：社団法人日本ビリヤード協会（ＮＢＡ）  主管：ＮＢＡ関東支部 


