
開  催  要  項

試合日程 6月 9日（日）　E級戦（関西１次予選） 　               会場：高井田ビリヤード
6月23日（日）　D級戦（関西２次予選）　　           　 会場：マグスミノエ・高井田ビリヤード
7月 7日（日）　C級戦（関西最終予選）　　　            会場：マグスミノエ・高井田ビリヤード
7月28日（日）　B級戦（第2ブロック予選）               会場：高井田ビリヤード
8月18日（日）　A級戦（名人位挑戦者決定トーナメント）　会場：京都府
9月 1日（日）　名人位決定戦 　　　　　　　　　　　　  会場：愛知県

出場資格 CS有効登録者であるアマチュアプレイヤーに限ります。
※）試合当日は必ずCSカードをご携行ください。現物確認を実施します。

各級ともに
　集合時間　9：30am
　開始時間 10：00am

C級戦(関西最終予選)

D級戦(関西2次予選)

E級戦(関西1次予選)

A級戦

B級戦(関西･東海･北陸) B級戦(中国･四国･九州)B級戦(関東･東北･北海道)

東海支部予選 北陸支部予選

第53期 名人戦第53期 名人戦

競技方法 NBAルールに準拠し、ローテーション２４０点、コールショット(完全穴指定）、プッシュアウトルール採用、ダブルヒット不採用、

E級戦  一般出場者全員の組別トーナメントを行います。D級進級者はD級有資格者の出場申込者数により決定します。
D級戦  D級有資格者とE級からの進級者にて組別トーナメントを行います。C級進級者はC級有資格者の出場申込者数により決定します。
C級戦  C級有資格者とD級からの進級者にて組別トーナメントを行います。B級進級者はB級有資格者の出場申込者数により決定します。
B級戦  B級有資格者（関西地区以外のシード選手も含む）とC級からの進級者、東海地区代表選手8名、北陸地区代表選手6名にて
　　　 組別トーナメントを行い、6名がA級に進級します。
A級戦　A級有資格者（石橋　正則 選手）と各ブロックからの進級者１５名の合計１６名にて第53期名人位挑戦者１名を決定します。
※）上記競技方法を原則としますが、各級出場申込者数や棄権者等により組合せを変更する場合があります。

参加費 出場費・・・各級共：\8.000.- 　JAPA連盟員：\7,500.-  ※）進級費は必要ありません。

服装
B級～決定戦 : ワイシャツにスラックス、ネクタイ着用、靴履き。Gパン、綿パン、サンダル、下駄、等は禁止といたします。

※）違反者は失格の裁定を下す場合がありますので十分ご注意下さい。JAPA連盟員はﾍﾞｽﾄ又は統一されたﾎﾟﾛｼｬﾂ着用。

審判 E級～C級戦 : 相手レフリーにて行います。

賞典 名人位には商品並びに賞状を、以下１６位までに商品を授与します。

申込期限 E級戦申込者、各級シード（関西以外のシード者も含む）選手共   平成２５年６月２日（日）
申込期限当日はFAX回線が混み合いますので、早めにお申込ください。

申込方法 同封の出場申込書に出場級、氏名、フリガナ、CSナンバー等を明記し、下記大会事務局に所属店でおまとめの上FAXにてお申込ください。
組合せ決定後の出場選手の変更・キャンセル・追加は認められませんのでくれぐれもご注意ください。

大会事務局 日本アマチュアポケットビリヤード連盟　事務局　〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西淀川4-4-25　フルーレ新大阪602号

FAX　０６－４２５６－７７７９
お問い合わせ電話番号　０６－４２５６－７７７８（問合せ時間19:00～22:00）

段位認定 毎期順位により段位を認定しますが、取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
再発行申請をされる場合には、段位に関係なく段位認定料として\2,000が必要となります。
※）名人位所得者は終身C級シード権を得ます。
※）名人位以下の段位認定は下記の通りです。B級（第２ブロック予選）出場者は初段以上の所得となります。
　　十段・・・名人位　　　　　九段・・・１位・２位          八段・・・３位・４位          七段・・・５～８位　　　　
    六段・・・９～１２位　　　五段・・・１３～１６位        四段・・・１７～２０位　　三段・・・２１～２８位　　　　
    二段・・・２９～３６位    初段・・・３７～B級敗退者

各級シード選手（第52期名人戦の成績による）

A級：石橋　正則　選手　B級：第52期名人戦A級出場者（第２ブロック内順位１～１２位）
C級：同１３～５５位、2012年度各アマチュア全国大会優勝者(A級)・各オープン戦ベストアマ・都道府県対抗VP
D級：同５６～９２位、JAPA連盟員、2012年度各アマチュア全国大会優勝者(B、女子級)、関西地区指定ローカル試合優勝者(主催者の証明要)
第2ブロック内順位については下記を参照してください。

主催：日本アマチュアポケットビリヤード連盟

主管：日本アマチュアポケットビリヤード連盟　関西支部

B級(第2ﾌﾞﾛｯｸ予選)シード C級(関西最終予選）シード D級(関西２次予選）シード

セルフラック採用、トーナメントはダブルイリミネーションで行います。

E級～C級戦 : 襟付きシャツ、スラックス着用(ポロシャツ可、ネクタイ不要)、靴履き。※)Tシャツ･Gパン･綿ﾊﾟﾝでの出場は禁止します。

B級～決定戦 : 出場選手は試合の勝敗にかかわらず運営本部の指名により審判としてご協力いただきます。

1位 金澤 茂昌 奈良
2位 小森 雅昭 大阪
3位 田中 裕也 大阪
4位 金子 誠 富山
5位 前澤 俊博 愛知
6位 野田 絢也 愛知
7位 田中 英貴 福井
8位 後藤 拓磨 兵庫
9位 山岡 修二 大阪
10位 松好 太一 京都
11位 島田 隆嗣 愛知
12位 村上 泰辰 大阪

13位 松田 創一 兵庫
14位 木村 正紀 大阪
15位 石井 秀樹 兵庫
16位 早川 疏 滋賀
17位 田中 隆介 大阪
18位 西條 和明 奈良
19位 一森 鉄平 大阪
20位 近藤 智靖 愛知
21位 小池 崇 大阪
22位 野村 健二 大阪
23位 吉田 潤平 兵庫
24位 田村 禎孝 兵庫
25位 杉山 真一 大阪
26位 森北 元比古 三重
27位 林 秀忠 大阪
28位 阿部 和大 京都
29位 篠田 純一 石川
30位 吉岡 保俊 大阪
31位 堂園 雅也 兵庫
32位 木村 隼人 愛知
33位 黒宮 真 愛知

34位 小原 嘉丈 大阪
35位 大辻 公一郎 石川
36位 久本 和彌 愛知
37位 末岡 修 和歌山
38位 野崎 和彦 富山
39位 関谷 行平 愛知
40位 河合 孝輔 福井
41位 斎藤 大寛 愛知
42位 青山 俊也 愛知
43位 大橋 義治 滋賀
44位 長瀬 裕 愛知
45位 木下 直人 和歌山
46位 杉本 優太 石川
47位 戸根 昌伸 奈良
48位 塩月 篤 愛知
49位 下平 正浩 大阪
50位 折戸 和幸 京都
51位 長井 充 兵庫
52位 藤田 元気 滋賀
53位 南 眞任 兵庫
54位 高山 普任 兵庫
55位 伊達 裕志 京都

56位 邊見 真紀子 大阪
57位 小山 久博 京都
58位 谷本 幸雄 滋賀
59位 上倉 淑敬 京都
60位 岩谷 正男 大阪
61位 國方 浩二 兵庫
62位 穂高 英条 京都
63位 村上 茂徳 大阪
64位 伊庭 保久 京都
65位 佐藤 雄吾 京都
66位 藤本 悟史 京都
67位 中村 富久美 京都
68位 丹羽 示之 兵庫
69位 山口 栄司 大阪
70位 白戸 玲人 奈良
71位 三木 敏裕 京都
72位 西峰 久祐 滋賀
73位 栃下 恭子 兵庫
74位 田中 正 京都
75位 松居 勝巳 大阪

76位 西田 亮輔 大阪
77位 山本 英嗣 和歌山
78位 若松 雄三 京都
79位 森山 博紀 大阪
80位 酒井 隼人 大阪
81位 磯俣 厚志 和歌山
82位 木田 達矢 大阪
83位 瀬戸山 巌 大阪
84位 永田 裕也 大阪
85位 はざま 和宏 大阪
86位 成影 光彦 京都
87位 福田 洋一 大阪
88位 三浦 啓輔 大阪
89位 藤原 慎矢 大阪
90位 土橋 隆介 兵庫
91位 辻本 真一 大阪
92位 御前 亮 和歌山


