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１． 抽選会
エントリー受付について
CSカード登録者であれば、所属店舗、在住地、在勤地を問わずエントリーできます。
エントリーの受付について、基本的にコモルームホームページからエントリーして下
さい。PC、携帯電話、スマートフォンが使えない場合には、メール又はFAXでのエント
リーを受け付けます。電話のエントリーは受け付けません。
抽選会場は、NBA 神奈川支部事務局になります
エントリー締切時間は抽選日前日までに申込を済ませるものとし、それ以降は一切
受付けません
また、フィーが確認できない場合はエントリーを受付しない場合があります
フィーの支払方法は、銀行振込みとなります
フィーを抽選前日までに、下記口座に振込むこと
三菱東京UFJ 銀行 藤沢支店
普通口座 ００１３２０８
口座名： 神奈川県ビリヤード協会 田口正男
※振込人名義は店名または氏名のみ(“ビリヤード”等は不要)にして下さい
※振込手数料は貴店まはた選手の負担でお願い致します。尚、三菱東京UFJ 銀行の
口座をお持ちの方は手数料が安くお振込頂けます
※抽選日当日に記帳により振込の確認をいたします。やむを得ず振込が抽選日当日に
なってしまった場合は、必ず振込明細等を事務局までFAX して下さい
※段級位の申請を同時に行う場合、フィーと認定費用を一緒に振込んで頂いて構いま
せんが、申込書などにその旨ご記入ください
② ホームページから抽選日前日までにエントリーしてください
一次予選の抽選について
● 同一所属店のアマチュアとアマチュアがぶつかった場合、組み合わせを変更する
● 同一所属店のアマチュアとプロがぶつかった場合、組み合わせを変更する
● 組み合わせの変更がどうしても困難な場合、背番号を調整して早めに当てる
● 同一所属店のプロとプロがぶつかった場合、組み合わせ・背番号共に変更しない
※但し、親子・兄弟の場合は、組み合わせを変更する
二次予選以降の組み合わせについて
● 同一所属店選手同士の場合、早めの対戦になるよう背番号を調整する
● 但し、選手権ならびに代表決定戦等、決勝の場合は背番号の入替えを行わない
● 決勝トーナメントについては、成績順で振分け、組合せを変更しない
● 段位戦予選において、予選会場の所属選手が、同店で予選を行わないよう会場を組合せ時に
変更する。但し、特殊な事例が起こった場合は、協議の上、次の半期以降に適用します
※以下のルールは複数回予選を行う場合にのみ採用し、決勝については含まない
● 予選が複数回ある場合、次予選会場の振分けを行う際に、同一予選会場から3 名以上が再度
同じ予選会場になった場合、成績順位の中位者を前後の順位者と入替えた上、組合せします
（例：3 名残った場合は上から2 番目の選手を入替え、
4 名残った場合は上から2 番目・3 番目の選手を入替え）
但し、試合会場や試合方式によってはこの限りではありません
● 同一所属店選手が3 名以上同会場に重なった場合も同様とし、入替えの対象となります

２．大会運営体制
● 会場請負制度とする。
● 各会場は、試合終了後試合結果を神奈川支部事務局へ連絡(ＦＡＸまたはメール)する
● 試合会場は、希望店舗で持ち回りとします。

３． 大会開始時間について
11 時開始を基本とし、開始時間が11 時より変更になる場合はその都度本部より連絡する
開始時間前に会場に到着していても、点呼時にいなければ失格となる
又、各ゲーム開始時に呼び出しを受けて10 分以内に試合テーブルにつかなければ失格となる

４． 集合時間
● リーグ戦の場合、2 日間開催の試合でも2 日共定刻集合
● トーナメント及び特別な試合は別に定める

５． 遅刻の取り決め
遅刻は一切認められない
但し、以下の全ての事項に当てはまる場合、遅刻とせず出場できる
● 自宅から試合会場までに利用した電車が30 分以上遅延した場合
● 試合開始前までに電話連絡があった場合
● 遅延証明書を持ち、試合開始時刻より30 分以内に会場に到着できた場合
● 会場責任者の判断で随時試合を進行する

６． 時間制(キャロムクロック)の採用について
● 原則として、キャロムクロックは採用しない

７． 試合中のタイムの取り方とその時間
● 自分の番が回ってきたときに常識の範囲でとる。
目的は、原則としてトイレのみ。１試合につき１回で目安としては５分。２回目からは
ファール扱いとし、初球立て直しとなります。
体調不良など特別な事情がある方は運営に申し出てください。

８. 試合途中の放棄とその処分
● 故意の試合放棄は、その日より一年間の出場停止とする。(プロ・アマ問わず)

９．全試合消化できなかった場合
● 消化したゲームの成績は有効とする
● 但し、棄権した選手は、賞及び昇段の対象にはならない

１０．試合の服装
ドレスコードを定める
A．タキシードベスト、黒革靴、黒スラックス、蝶タイ、襟付きシャツ(白または黒)
B．スラックス(濃色・単色)、ネクタイ着用、襟付きシャツ(単色)、スニーカー可(黒色のみ)
C．T シャツ不可、襟付きシャツ、ジーパン可(段位戦決勝)
D．ジーパン可、T シャツ可(段位戦予選)
基本的に、
● 選手権大会はドレスコードA、
全日本アマ選手権関東代表決定戦の決勝戦はドレスコードB
下記のものは全ての試合において禁止する
● 頭部全面を覆うもの(帽子・タオルなど)
※特別な理由がある場合は各自申し出ること。特例として認めます
● サンダル
● 短パン・穴あきジーンズ

１１．エチケット・マナーについてのルール
試合に出場している選手は、下記の事項などお互いのプレーの妨げにならないよう
十分に配慮すること
●ゲーム中の禁止事項
・携帯電話の使用（会場内ではマナーモードもしくは電源 OFF 状態に）
・ガムを噛むこと（飴など口が動かないようなものは OK）
・喫煙（電子式のものを含む）、飲食（ソフトドリンクは OK）
●その他プレーしている選手の妨げになる行為を禁止します。
・ゲーム中は必要なこと以外、極力声を出さないよう心掛けましょう。
・ゲーム中は大きな音を出さないよう心掛けましょう。
・ゲームがスムースに進行するよう、余り慎重になり過ぎずスピーディーなプレーを心掛け
ましょう。
・プレーヤーは、相手との交代は早すぎず、遅すぎないよう心掛けましょう。
・相手レフリーの試合では、カウントは相手に分かりやすくハッキリとコールし、早すぎ
たり、遅すぎたり（当り、外れが明確になった直後にカウントする）しないよう心掛け
ましょう。
●その他
・ゲーム中に判定しづらい球や不測の事態が起こった場合は、速やかに運営側本部か会場責
任者に申し出て判断を仰ぎましょう。
・会場内分煙となっている所では、喫煙（電子式も含む）は指定の場所でお願いします。

１２．責任レフリー
原則として、相手レフリー制を採用する

１３．試合会場希望店舗の扱い
試合会場使用希望店は年末に実施する神奈川支部年間スケジュール作成前までに神奈川支部
事務局に申し出ること
試合会場希望店舗はテーブル・ボールコンディションに留意すること
試合テーブルに強く影響を及ぼすテーブル(１台)の使用を原則として控える
当日は試合責任者を必ず１名おくこと
ゲーム代900 円(消費税別)
遅刻者・ルール違反者に対する取り扱いは協会ルールに則って厳正に対応すること

１４．シード制について
２０１９年から全関東アマチュアスリークッション段位戦の決勝シードを関東支部に返上する

１５．昇段について
段位

認定基準

八段

全日本アマチュア選手権優勝
地区オープン優勝

七段

地区アマチュア選手権優勝
全日本アマチュア選手権入賞

六段

地区アマチュア選手権入賞
但し アベレージ０．８００以上

五段

地区アマチュア選手権入賞
但し アベレージ０．８００以上
持点

四段

県競技会 ※1
優勝者

県競技会 ※2
２位以下の入賞者

０．８００以上

０．８２５以上

三段

～２５

０．６５０以上

０．６７５以上

二段

～２１

０．５５０以上

０．５７５以上

初段

～１７

０．４５０以上

０．４７５以上

※2 試合数を５試合以上の場合にこの条件を採用する
（４試合以下の場合は県競技会優勝者のみ認定基準※1 を適用する）
① エキサイト戦についての昇段条件は、関東支部キャロム細則の規定に準ずる
エキサイトB級戦の神奈川代表選手が決勝日までに昇段しA級となった場合、エキサイトB級戦
には出場できず、次点の選手を代表選手とする
昇段した選手に対して、予選のフィーは返金するものとする（ゲーム代は返金しない）
② JPBF 主催のオープン戦において、昇段条件一覧表の通りの規定アベレージをクリアした
場合は昇段を認める。また昇段放棄は認められないため、段位戦には昇段段位で段位戦に
出場するものとする
③ 昇段条件を満たした神奈川大会段位戦の優勝者の昇段は無料とする
尚、初めて段級位戦にエントリーする場合は、下記の規定に沿った段位申請
(所属店の推薦)を必要とする（フリーの選手はKBA加盟店以外からの推薦を必要とする）

GA
一級

～ 0.365

初段

0.366 ～ 0.492

二段

0.493 ～ 0.620

三段

0.621 ～ 0.749

四段

0.750 ～

④ 認定証の発行には、書換料3,000 円を徴収する
⑤ 入賞については参加人数により異なる
３名以下で１名、４～５名以下で２名、６～７名以下で３名、８～９名で４名
１０名以上で５名までとする
⑥ 入賞者の特典
入賞者は当期に限り一段上の大会の以下のフィーを無料でエントリーできるものとする
なお、二段：3,500円 三段：4,000円 四段：4,500円 神奈川アマ選手権：5,000円
を神奈川県ビリヤード協会の負担とする
県協議会優勝者で規定のアベレージ※1をクリヤーした選手は当期に限り一段上の大会に出場
する際にはフィー＋ゲーム代を神奈川県ビリヤード協会が負担するものとする
また、入賞者が一段上の大会に出場して、取得している段位の認定基準を上回れば昇段でき
るものとする
例）初段戦に出場して昇段できなかった選手が二段戦に出場して入賞かつ初段の昇段条件
※2 を満たせば二段に昇段できるものとする
⑦ KBA段位認定基準はNBA段位認定基準に順ずるものとする
今後、NBA段位認定基準に変更があった場合にはKBA段位認定基準も適宜変更する

１６．JPBA プロの扱い
● オープン戦は出場可
● アマチュア選手権は出場不可
● それ以外の大会は、持ち点で出場可

１７．その他
● 過去の実力を現在維持することが不可能な人(70 歳以上の高齢者や、病気・けがを
した人など)が試合に出場する場合は、所属店舗が責任を持って協会にクラス変更の
申請をすること
● 賞状の授与は、入賞者のみとする
【平成３１年２月１７日 初版】
【令和 元年７月２６日 ２版】

