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神奈川県ビリヤード協会 -議事録- 

2021.7.04 12:00〜 Zoom 会議    

参加者︓安藤・片岡・崎村・板橋・田口・石井・杉万  

  

 

議 題  ︓県知事杯・ウィンターカップの大会要項の確定／NBA・関東支部への対応 

議論内容︓ 
    神奈川県知事杯 大会要項について検討  

① 回数→2020 年度の“第 23 回神奈川県知事杯”は中止となりましたが、県への申請の関係上 
本年度は“第 24 回神奈川県知事杯”とする 
 OK 

② 予選日程・開始時間→10/10 10︓00 前後入場 エントリー時に検温などの作業が発生する為
開始時間に余裕が欲しい、体温計・消毒液の確保はどうか︖ 
 プールラボについては、体温計・消毒液は準備可。メッカは早急に確認する（安藤） 

③ 前日までにコロナ陽性者となった場合、体調不良の場合、当日検温で引っかかった場合 
エントリーフィーの払い戻しはするのか。 
 払い戻しで OK ただし、会場への事前連絡があった場合。その際は後日振込にて返⾦を⾏う。 

④ 試合ルールについて、今年は 9 先。その他は昨年と同様でよいか。 
ナインボール 9 先・シングル・シュートアウト有・スリーポイントルール 
 OK 

⑤ エントリーフィーは昨年と同様 6,000 円でよいか。 
 OK ※別紙試算表を参照ください 

⑥ 定員は昨年同様 96 名でよいか。（実績 77 名） 
 OK 

⑦ 出場資格について、昨年は B 級も出場 OK 今年は決勝が重なるがどうするか。 
 Best16 に残るという可能性は低いが、ゼロでは無い為考えておく必要あり。 
 予選が終わった時点でウィンターカップへの出場を考えてもらう。予選時はウィンターカップ締切当日 
 なので間に合う。ダブルエントリーしている際は返⾦をする。 

⑧ 服装コードについて、昨年と同様でよいか。 
 OK 以前帽子などの件でトラブルになった例もある為、明記しておく必要がある。 
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⑨ 特典について、⼀昨年ミッドナイトの東さんが優勝したが、マスターズのみの出場。その他の試合は 
中止となったが、東さんへの対応をどうするか︖ 
 エントリーフィー及び予選の免除とする。ただし他県、KPBA との大会出場資格の決め方と整合性 
 をとる必要がある。よって KPBA へ報告・確認する（安藤） 

⑩ 賞典について、昨年はベスト 8 まで今年はどうするか︖ 
 A 級の選手がビリヤード用品をもらっても嬉しくないという声がある。今年は試しに変更する。 
 ギフト券（アマゾン・商品券等）ベスト 3 まで、ベスト 4-8 は無償提供でお願いしてみる 
 ギフト券準備（事務局） 
 無償提供のお願いをする。 アダム・ニューアート・インフィニティバランス（安藤・石井） 

⑪ 選手に対しての試合会場の連絡について、試合会場はエントリー後抽選を⾏って確定となるが、その
連絡手段はどの様に⾏うか︖（抽選は KPBA にて⾏う） 
 QR コード・アドレスを公開し、Web 上で抽選結果を確認ができるようにする（事務局） 

⑫ 決勝について、集合時間・試合開始時間はどうするか︖ 
 ウィンターカップの Best16 に合わせて試合開始とする。 
 KPBA へ相談し時間を決定する（崎村） 

 
   ウィンターカップ大会要項について検討 

① 大会名称について、今年から冬の開催でなくなるがネーミングをどうするか︖ 
 アイデアを応募してもらう。使えそうなソフト・アプリを後日紹介する（板橋→事務局） 

② 試合方式について 
 9 ボール 5 先 シングル その他ルールは昨年同様 

③ 前日までにコロナ陽性者となった場合、体調不良の場合、当日検温で引っかかった場合 
エントリーフィーの払い戻しはするのか。 
 払い戻しで OK ただし、会場への事前連絡があった場合。その際は後日振込にて返⾦を⾏う。 

④ 服装コードについて、これまでは服装自由だが、今年から県知事杯と同会場となるが服装の規定は
これまで通りでよいか︖ 
 最低限のドレスコードを、T シャツ・短パン・サンダル・スカート・頭全体を覆うものを禁止するなど 
 公式戦出場にふさわしい身だしなみに整えるという趣旨を大会要項で伝える。 
 襟付きシャツ・⿊系スラックス等指定する。 神奈川県版のドレスコードを作っておいた方が良い。 
 他競技の要項を参考にしてドレスコードを確定する（事務局） 

⑤ 賞典について、昨年同様ニューアートにて 4 万円で協賛品をいただく。 
 OK ニューアートにお願いへ⾏く。（安藤・石井） 

⑥ 集合時間・試合開始時間はどうするか︖ 
 1 回戦→2 回転 Best32〜各 1 回転 全 7 回転 試合時間 1.5H で計算すると 10.5H 
 逆算すると 9 時半には試合開始しなければ 20 時には終われない。 
 それを踏まえて KPBA と時間を調整し確定する（崎村） 
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NBA・関東支部への対応 

  背景︓ NBA について秋ごろには資⾦が尽きて破綻の恐れがある。関⻄支部は上納⾦について支払い 
    を拒否。神奈川はどうするか。 
     条件付きで支払う。山根さんに従ってもよい。 
     JOC に事務所を置く理由などはっきりさせたい。 
     新理事の前田さんと連絡を取り関東支部との関係など話を聞いてもらう（安藤） 
   その他 杉万からのお願い 

① 仕事の⾒える化 
今後加盟店舗を増やしていくうえで、理事の増員が考えられる中、理事の仕事をはっきりとさせたい。 
担当者が急に仕事が出来なくなった時（有事・入院等）に仕事がストップすることがないようフォロ
ーできる体制へ。それぞれが⼀人で抱え込まずに共有する。 
 仕事の洗い出しをそれぞれ⾏ってもらう。現在やっている仕事・やりたいけど手が回らない仕事など 
 ひな形を事務局にて作成するので、記載して報告頂きたい。（事務局） 

② 企画書の徹底 
理事、店舗が増えていく⾒込み前提ですが、企画のアイデアだけを事務局へ電話などで投げられるこ
とを懸念。良いアイデアでも事務局の仕事の優先順位次第で後回しになったり、忘れてしまったりな
ど“言った言わない”の問題も出てくる。事務局としては、様々な仕事を抱える中、優先順位をつけて
仕事をこなしたい。“事務局がキャパオーバーなのでできない”をなくしたい。せっかくのアイデアを無駄に
しないためにも、企画書を作成して提出頂きたい。 
 企画書ひな形については事務局にて作成。 
 Web 上で受付られるよう、思い付きなど書き込めるような掲示板なども作る予定（事務局） 

③ 収支計画 
KBAの繰越⾦を使いたいという案がでている。200万円ほどある繰越⾦ですが、前年度は20〜25
万円の減。また、加盟店の年会費を 1 万円に変更したので、本年度は 20 万円のマイナススタート
である。 
KBA は借⾦ができないということを頭に入れていてほしい。使う案も、生みだす案も必要です。 
例えば、普及活動︓支出はあっても収入の⾒込みはない。しかし、業界の将来に向けては重要な
活動です。投資するために必要な資⾦を何かで生み出すそのような意識をもって活動してほしい。 
生み出す活動→イベントや試合、スポンサーなど。 
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※別紙試算表 

 

県知事杯・ウィンターカップについては、毎年赤字もしくはトントン 

試合全体でみると、キャロムの試合分がプラスとなっているが、本年度はキャロムの試合が中止となっているため 

赤字⾒込みです。 

代表補助の上限を決めておく必要性もあり、後日検討をお願いします。 

ちなみに、代表補助は 

A 代表 1 名×2 試合 

B 代表 1 名×2 試合 

KPBA1 名×2 試合 

⼥子級 1 名×2 試合 

キャロム 1 名×1 試合 

項目 備考
収入 支出 収入 支出

県知事杯エントリーフィ 6000×96名 576,000      396,000
ウィンターカップエントリーフィ 4000×64名 256,000      164,000
予選会場費 1400×96名 134,400      
バグース会場費 230,000      286,000
ウィンターカップ会場費 67,500
メダル 賞典 65,560        
レプリカ 賞典 28,792        
ニューアート 賞典 40,000        40,000
ギフト券 賞典 30,000        
アダム 賞典 30,000

H30年度予算案参考
補助人数・開催場所
で増減する
A・B・女子・KP　それぞれ2試合

その他運営費 36,000 36,000
収支合計 832,000      914,752      560,000  558,015    
損益

350,000      
代表補助
エントリーフィ含む

-82,752                   

98,515      

1 ,985                 

R3年度見込み H30年度実績


