
第 27回 Japan Open アマチュア用開催要項
決勝会場 特設  決勝 7月 21日 月 祝 決勝会場         東京都港区海岸 1-11-1 TEL 03-3578-0041

男子  日時 2014年 7月 19日 土 予選 9 30集合 10時試合開始  予選会場複数 D/E 8set先取
7月 20日 日 予選 9 30集合 10時試合開始          S/E 9set先取
7月 21日 月祝 決勝 9 30集合 10時試合開始  特設会場 S/E 9set先取

 男子 1日目予選会場一覧  2日目           
       東 豊島区池袋西池袋 1-37-12   会館 5F TEL 03-3988-8411
    荻窪店 東 杉並区上荻 1-16-16     7F TEL 03-5349-8303
CUE 東 渋谷区渋谷 1-14-14 EST   TEL 03-3409-2451
        大森 東 大田区山王 2-4-1 大森駅前  5F TEL 03-3774-4555
風林     東 新宿区歌舞伎町 2-23-1 風林会館 4 TEL 03-3209-1451
    六本木店 東 港区六本木 5-5-1     3F TEL 03-3478-9998

 種目 10   勝者                    2日目予選 128    決勝日 16 
 服装  股上 越  長     等 必       入  事

予選   襟付    着用       OK                  等 禁止 

決勝   襟付              革靴着用

                            等禁止 

 出場費 男子   15,000

女子  日時 2014年 7月 20日 日 予選 9 30集合 10時試合開始  CUE 
7月 21日 月祝 決勝 11 30集合 12時試合開始  特設会場 

 予選会場 CUE 東京都渋谷区渋谷 1-14-14 EST   TEL 03-3409-2451
 種目 9    女子予選 勝者                      

7set先取 D/E 32   8set先取 S/E  参加人数      16   変更 場合   
   8   S/E8set先取

 服装         短                              等禁止

 出場費 女子   10,000

 共通事項 申込及 振込締切 7月 7日  月  締切厳守  男子定員 512名 女子定員 128名

出場費振込先 出場費 銀行振 込   願 致    入金確認 申込共 確認後受理      

銀行口座 三菱東京 UFJ銀行 四谷支店  普通 1258030 口座名 日本           連盟

 申込先    JPBA関東支部事務局  大会本部 申込 必 FAX     詳細 申込用紙 記載

各選手 予選会場 決定次第申込店 連絡致     JPBA-HP 確認 方 除  
 注意事項  出場選手 CS    必要   大会当日 試合開始時間 影響    事前 取得  願 致    

   試合 出場       写真     映画 雑誌等 撮影   事 承諾  

肖像権 全  JPBA 属  事 確認            下   
 予選会場希望 受付         了承     

 賞金 男子優勝  1,200,000    32  女子優勝  400,000    8   男女共   入賞 半額 商品券

 観戦料 予選会場販売 予選一日券  1,500 二日通 券  2,000  各会場観戦可能 出入自由 
決勝入場券販売        提携       P     826-779 決勝指定席 決勝立見券
決勝指定席 A F  3,500 G K  2,500 前売 立見  1,500 当日立見  2,000



第 27回 Japan Open アマチュア用申込用紙
お申込＆お問合わせ先：JPBA関東支部事務局（大会本部）
〒158-0081 東京都世田谷区深沢 5-1-8-3F ビリヤードメイプルハウス内 TEL：03-3705-8223

締切：7月 7日（月）必着（出場費の振込も同締切）
大会事務局 FAX:03-3705-8223 専用mail：japanopen@jpba.ne.jp

三菱東京 UFJ銀行 四谷支店（普通）1258030 日本プロポケットビリヤード連盟

※申込 FAX又は申込メール送信後、要項記載銀行口座への入金確認がされて申込受理となります。
 個人名での振り込み以外は、店舗一括振込 or会社名○○で振込、など下記記入欄に記入頂き FAXし
て下さい。確認が出来ずに申込から漏れる場合があります。

FAXでの申込は下記表にご記入頂き送信して下さい。
申込日 2014年 月 日

申込店舗名 担当者名

連絡先住所 （〒 － ）

電話番号（携帯でも可）☎ － － FAX － －

No 性別 氏名（フリガナ） 所属 CS必ず記入 会場確認の選択○で囲む

1 男・女 （ ） JPBA-HP 連絡希望

2 男・女 （ ） JPBA-HP 連絡希望

3 男・女 （ ） JPBA-HP 連絡希望

4 男・女 （ ） JPBA-HP 連絡希望

5 男・女 （ ） JPBA-HP 連絡希望

6 男・女 （ ） JPBA-HP 連絡希望

7 男・女 （ ） JPBA-HP 連絡希望

メールでの申込の場合は下記事項を記入して頂き送信して下さい。注意事項あり

件名「第 27回ジャパンオープン申込」と記入
総申込人数 ○名（男○名・女○名）
申込店舗名・担当者名・連絡先住所・郵便番号・電話番号（携帯でも可）・ FAX番号・メールアドレス
性別・氏名（フリガナ）・所属・ CS番号（必ず記入）・会場確認の選択（JPBA-HP又は連絡希望）・振込名義人名
 メールでの申込の場合は必ず PCからのメールを受信可能に設定して下さい。会場連絡も PCから送信します。
何らかの不具合が発生した場合は電話でご連絡する場合もございます。必ず連絡先電話番号を記入して下さい。

※振込時の確認に必要です

振込名義（個人 or 団体名等）


