
第40回 スリークッションフェスティバル 	 Fee ¥2,500

1月12日（日）	 予選

詳細別紙ポスター 1月19日（日）	 決勝

2020年 全関東クラス別四ッ球大会 抽選日	 1月7日（火） 小林	 	 Fee ¥2,000

3級戦・2級戦・1級戦・初段戦(要段位) 1月13日（月祝) 会場	 小林

第27回 東日本ローテーション大会
1月19日（日） 会場	 東京

第70回 春季全関東アマチュアスリークッション１級戦 締切日	 1月20日（月） NBA事務局	 Fee ¥2,500

出場資格 初段未満（13点以下） 試合点数 8点 1月25日（土) 予選・決勝 	 テーブル使用料含む

第29期 球聖戦 C級戦 関東地区大会
1月26日（日） 会場	 CUE

2020年 地区ランキング戦（G3）
詳細JSAホームページ参照 1月26日（日)

第26回 スリークッション東京オープン
1月26日（日）	 予選 	

詳細別紙ポスター 2月1日/2日（土･日) 決勝 会場	 小林

第20回 全日本学校対抗ナインボール選手権大会関東予選
2月2日（日） 会場	 山水

第70回 春季全関東アマチュアスリークッション初段戦 締切日	 1月27日（月） NBA事務局	 Fee ¥3,000

出場資格 初段 2月2日（日)	 予選

試合点数 11点 2月9日（日)	 決勝

第10回 東日本神奈川10ボール選手権
2月9日（日） 会場	 神奈川

2020年 全関東クラス別四ッ球大会 抽選日	 2月4日（火） 小林	 	 Fee ¥3,000

2段戦(要段位) 2月11日（火祝) 会場	 小林

第36回 関東オープン
第28回 関東レディースオープン

詳細別紙要項 2月15日/16日（土・日） 会場	 東京

第70回 春季全関東アマチュアスリークッション2段戦 締切日	 2月10日（月） NBA事務局	 Fee ¥3,500

出場資格 2段 2月16日（日)	 予選

試合点数 14点 2月23日（日）	 決勝

第70回 9ボールクラシック地上最強Ｂ級戦
詳細別紙ポスター 2月23日（日） 会場	 CUE

第77回 全日本スリークッション選手権大会・関東代表決定戦 締切日	 2月17日（月） NBA事務局	 Fee ¥10,000

出場資格 段位不問 2月24日（月祝)	 予選

試合点数 1次25点	→決定戦30点 3月1日（日）	 決定戦

第51回 全関東アマチュア四ッ球選手権大会 抽選日	 2月25日（火） 小林	 	 Fee ¥5,000

出場資格 2段以上 3月1日（日)	 予選

試合点数 予選100点	→	決勝120点 3月8日（日）	 決勝

第29期 球聖戦 B級戦 関東地区大会
第12期 女流球聖戦 B級戦 関東地区大会 3月1日（日） 会場	 CUE

第70回 春季全関東アマチュアスリークッション3段戦 締切日	 3月2日（月） NBA事務局	 Fee ¥4,000

出場資格 3段 3月8日（日)	 予選

試合点数 17点 3月15日（日）	 決勝

第20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
3月15日（日） 会場	 山水

第28回 全関東エキサイトスリークッションC級トーナメント 締切日	 3月16日（月） NBA事務局	 Fee ¥3,000

出場資格 13点以下 詳細別紙要項 3月20日（金祝)	 予選・決勝 	 テーブル使用料含む

第29期 球聖戦 A級戦 東日本地区大会
第12期 女流球聖戦 A級戦 東日本地区大会 3月22日（日） 会場	 CUE

2020年 東日本グランプリ（G2）
詳細JSAホームページ参照 3月21日／22日（土・日)

第70回 春季全関東アマチュアスリークッション4段戦 締切日	 3月16日（月） NBA事務局	 Fee ¥4,500

3月22日（日)	 1次予選

出場資格 4段 3月29日（日）	 2次予選

試合点数 20点 4月5日（日）	 決勝

2020年 全日本アマチュアナインボール選手権　関東各地区予選
3月29日（日） 会場	 各都県別

第19回 東日本山梨県ナインボールトーナメント
4月5日（日） 会場	 山梨

第28回 全関東バンド選手権大会 抽選日	 3月31日（火） 小林

4月5日（日)	 予選 	 Fee	 ¥5,000

試合点数 詳細別紙要項 4月12日（日）	 決勝 	 Fee	 ¥5,000

第31回 スプリングカップ関東BC級戦
4月12日（日） 会場	 CUE

第70回 全関東アマチュアスリークッション選手権大会 締切日	 4月6日（月） NBA事務局	 Fee ¥5,000

4月12日（日)	 1次予選

出場資格 5段以上 4月19日（日）	 2次予選

試合点数 25点 4月25日/26日（土・日）決勝

第45回 9ボールクラシックチャンピオンシップ
詳細別紙ポスター 4月19日（日） 会場	 CUE

2020年 地区ランキング戦（G3）
詳細JSAホームページ参照 4月19日（日)

第60期 名人戦 Ｃ級戦 関東地区大会
5月10日（日） 会場	 ロサ

第22回 全関東エキサイトスリークッションB級トーナメント 締切日	 5月6日（水祝） NBA事務局	 Fee ¥2,500

5月10日（日)	 予選

出場資格 14～21点 詳細別紙要項 5月17日（日）	 決勝

第34期 全関東ビリヤード選手権大会　A級/女子級
5月17日（日） 会場	 ロサ

第48回 全日本オープン14-1選手権大会
5月23日/24日（土・日） 会場	 東京

第21回 レディーススリークッション アダムエメラルドカップ 	 Fee ¥5,000

詳細別紙ポスター 5月24日（日) 	 テーブル使用料含む

第19回 全国ｱﾏﾁｭｱﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ都道府県選手権大会･関東地区ｽﾘｰｸｯｼｮﾝ予選 締切日	 5月25日（月） 	 	 Fee ¥3,500

該当都県居住者に限る 詳細別紙要項 5月31日（日) 会場	 各都県別

第27回 全日本女子スリークッション選手権大会 締切日	 6月1日（月） CANNON

6月7日（日)	 予選

詳細別紙ポスター 7月4日/5日（土・日） 会場	 小林

第60期 名人戦 Ｂ級戦 関東地区大会
6月14日（日） 会場	 ロサ

第3回 東日本静岡ナインボール選手権
6月21日（日） 会場	 静岡

第70回 秋季全関東アマチュアスリークッション1級戦 締切日	 6月15日（月） NBA事務局	 Fee ¥2,500

出場資格 初段未満（13点以下） 試合点数 8点 6月21日（日) 予選・決勝 	 テーブル使用料含む

第22回 全関東エキサイトスリークッションA級トーナメント 締切日	 6月15日（月） NBA事務局	 Fee ¥3,000

6月21日（日)	 予選

出場資格 22点以上 詳細別紙要項 6月28日（日）	 決勝

第50回 全関東アマチュアカードル42/2選手権大会 抽選日	 6月16日（火） 小林	 	 Fee ¥5,000

6月21日（日)	 予選

出場資格 2段以上 6月28日（日）	 決勝 会場	 小林

第19回 全国アマチュアビリヤード都道府県選手権大会　関東各地区予選
詳細別紙要項 6月28日（日） 会場	 各都県別

第18回 東日本ＩＲＣナインボール選手権
7月5日（日） 会場	 茨城

第71回 9ボールクラシック地上最強B級戦
詳細別紙ポスター 7月5日（日） 会場	 CUE

第14回 全関東アマチュアバンドA級戦 抽選日 6月30日（火） 小林	 	 Fee ¥3,000

詳細別紙要項 7月5日（日)

第70回 秋季全関東アマチュアスリークッション初段戦 締切日	 7月6日（月） NBA事務局	 Fee ¥3,000

出場資格 初段 7月12日（日)	 予選

試合点数 11点 7月19日（日）	 決勝

第10回 東日本Tokyoテンボール
7月19日（日） 会場	 東京

第52回 全日本カードル47/2選手権大会･関東代表決定戦 抽選日	 7月14日（火） 小林	 	 Fee ¥5,000

詳細別紙要項 7月19日（日)	 決定戦

第70回 全関東スリークッション選手権大会 締切日	 8月3日（月） NBA事務局	 Fee ¥10,000

8月10日（月祝)	 予選

詳細別紙要項 8月16日（日）	 決勝 会場	 小林

第32回 サマーカップ関東BC級戦
8月16日（日） 会場	 CUE

第31回 レディースオープンスリークッショントーナメント CANNON	

ハンデ戦 詳細別紙ポスター 8月23日（日)	 会場	 小林	

2020年 地区ランキング戦（G3）
詳細JSAホームページ参照 8月23日（日）

第46回 9ボールクラシックチャンピオンシップ
詳細別紙ポスター 8月30日（日） 会場	 CUE
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日本ビリヤード協会 関東支部事務局    TEL.03-5770-7911   FAX.03-5770-7913
本カレンダー記載の大会はすべてCSカードが必要です。
本カレンダー記載大会に出場するにあたり写真や結果（氏名）がホームページ等に載る可能性があることをあらかじめご了承ください。記載内容はやむを得ず変更する場合があります。ポスター・要項は本カレンダーに優先します。各自で必ず確認してください。    キャロム ポケット スヌーカー

BCJ 関東
関東ビリヤード商工連合会

㈱アダムジャパン
04-2969-6177

http://www.adam-japan.com/

㈱淡路亭
03-3252-2411

㈱クラシックプロダクツ
03-5725-4490

http://classic-prods.com/

㈲ニューアート
043-252-0123

http://www.newart.co.jp/

㈱ MECCA
045-326-6451

http://www.mecca-web.jp/

第70回 全日本ｱﾏﾁｭｱｽﾘｰｸｯｼｮﾝ選手権大会・関東代表決定戦 締切日	 8月24日（月） NBA事務局	 Fee ¥6,000

8月30日（日)	 1次予選

出場資格 2段以上 9月6日（日）	 2次予選

試合点数 1次20点	→	2次・決定戦25点 9月12日/13日（土・日）決定戦

第68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
詳細別紙ポスター 9月6日（日） 会場	 各都県別

第4回 全関東アマチュアバンドSA級戦 抽選日	 9月2日（火） 小林	 	 Fee ¥3,500

詳細別紙要項 9月6日（日)

第20回 東日本群馬県ナインボール選手権大会
9月13日（日） 会場	 群馬

第33回 全関東学生ナインボール選手権大会
詳細別紙要項 9月13日（日） 会場	 ロサ

第33回 ジャパンオープン 9月19日（土）	 予選

9月20日（日）	 予選 会場	 東京

9月21日（月祝）	決勝

詳細別紙要項 9月22日（火祝）	決勝 会場	 ニューピアホール

第9回 全関東アマチュアバンド選手権大会 抽選日	 9月15日（火） 小林	 	 Fee ¥5,000

9月20日（日)	 予選

詳細別紙要項 9月27日（日）	 決勝

第70回 秋季全関東アマチュアスリークッション2段戦 締切日	 9月14日（月） NBA事務局	 Fee ¥3,500

出場資格 2段 9月20日（日)	 予選

試合点数 14点 9月27日（日）	 決勝

第29回 全関東エキサイトスリークッションC級トーナメント 締切日	 9月14日（月） NBA事務局	 Fee ¥3,000

出場資格 13点以下 詳細別紙要項 9月21日（月祝)	 予選・決勝 	 テーブル使用料含む

第21回 関東キャロム連盟杯四ッ球大会 抽選日	 9月15日（火） 小林	 	 Fee ¥3,000

9月21日（月祝)	 B・C級

出場資格 ネクタイ着用 詳細別紙要項 10月11日（日)	 A級 会場	 小林	 テーブル使用料含む

2020年 関東オープン（G２）
詳細JSAホームページ参照 9月27日（日）

第6回 東日本栃木選手権大会
10月11日（日） 会場	 栃木

第70回 秋季全関東アマチュアスリークッション3段戦 締切日	 10月5日（月） NBA事務局	 Fee ¥4,000

出場資格 3段 10月11日（日)	 予選

試合点数 17点 10月18日（日)	 決勝

第17回 東日本新潟選手権
10月25日（日） 会場	 新潟

第72回 9ボールクラシック地上最強B級戦
詳細別紙ポスター 10月25日（日） 会場	 CUE

2020年 地区ランキング戦（G3）
詳細JSAホームページ参照 10月25日（日）

第4回 JAPAシニアオープン
第34期 全関東ナインボール大会　C級戦 11月1日（日） 会場	 ロサ

2020年 全関東エキサイトスリークッションHC戦 締切日	 10月26日（月） NBA事務局	 Fee ¥3,000

11月3日（火祝)	 予選

詳細別紙要項 11月23日（月祝）	決勝

第70回 秋季全関東アマチュアスリークッション4段戦 締切日	 11月2日（月） NBA事務局	 Fee ¥4,500

11月8日（日)	 1次予選

出場資格 4段 11月15日（日）	 2次予選

試合点数 20点 11月22日（日）	 決勝

第16回 東日本千葉ナインボールトーナメント
11月15日（日） 会場	 千葉

第19回 関東キャロム連盟杯カードル42/2大会 抽選日	 11月17日（火） 小林	 	 Fee ¥3,000

カードルの好きな方ならどなたでも ネクタイ着用 11月22日（日) 会場	 小林	 テーブル使用料含む

第31回 オータムカップ関東BC級戦
11月22日（日） 会場	 CUE

第18回 東日本埼玉9ボール選手権
11月29日（日） 会場	 埼玉

第104回 エニーエニーボールチーム対抗戦 締切日	 11月30日（月） NBA事務局	 Fee ¥5,000

12月6日（日)	 1次予選 	 （チーム）

12月13日（日）	 2次予選

詳細別紙要項 12月20日（日）	 決勝

第24回 9ボールクラシックレディース＆メンズ
詳細別紙ポスター 12月13日（日） 会場	 CUE


