
　　▼ プレミア会員登録はこちら

PREMIER SEVEN

会員登録について

2019年よりプレミアセブンに
参加の際、参加者お一人お
一人のプレミア会員登録が

必要です。

PREMIER SEVEN



● 主　　催 株式会社ジャストドゥイット

● 後　　援 ビリヤードCUE'S

● 開催日時 2020年1月12日（日） 9:00 受付開始　9:30 開会式START

● 会　　場 大田区産業プラザ PiO　1階大展示ホール
 〒144-0035　東京都大田区南蒲田1-20-20

● イベント概要

●ダブルス エントリーフィー 1人　5,000円（ペア 10,000円）  ※ペアスキルレベルの上限は【14】となります

定員　336名（168チーム）

中学生以下　1,500円/高校生以下　2,500円/大学生　3,800円

【参加特典】 ・プレミア大抽選会抽選券　（ペアに１枚ずつ進呈） 

※受付時ビリヤードファンアプリ提示で、更に、１ドリンク無料券、キューショップクーポン500円分 プレゼント！

【入賞賞典】 優勝ﾍﾟｱ 準優勝ﾍﾟｱ

3位ﾀｲﾍﾟｱ 5位ﾀｲﾍﾟｱ

総額 ２００,０００円分　（各商品券はキューショップ商品券となります）

　▲イベント概要 ●競技内容・ルール ペアナインボール　ハンデ戦　完全1ショット交代　45秒ルール（時間延長無し） 交互ブレイク

※相手チームに交代時の最初のショットのみ手玉フリーボール

※試合のないチームがスコアラー・タイムキーパーを行います

「予選」・・・リーグ戦、「決勝トーナメント」・・・シングルトーナメント

●ペアスキルについて ダブルスのペアスキル算出は別紙「ペアスキル算出方法」を参照ください

→オフィシャルサイトにても確認可能です（https://premier7.jp/calc/）

　▲ペアスキル算出 ○プレミアシングルス エントリーフィー 1,500円　（ペアエントリーフィと別途）　※参加は希望者のみです。

定員　64名　（ダブルスエントリー者の中より希望、先着順）

エントリー申込みならびに入金確認済みより先着順に決定します

【参加特典】 プレミア大抽選会抽選券

【入賞賞典】 2019ポイントランキング終了後、入賞者（3位まで）はオフィシャルプレイヤー認定

年間ランキング1位・・・更に国内オープン戦2回招待（上限3万円/回）＆ユニフォーム進呈

年間ランキング2位・・・更に国内オープン戦1回招待（上限3万円/回）＆ユニフォーム進呈

※オフィシャルプレイヤー　＝　次シーズン（2020）プレミアシングル戦全戦招待

▲アプリダウンロード ○競技内容・ルール シングルトーナメント（9ボール、3先、交互ブレイク、セルフラック、エース無効）

※プレミアシングルスにおいて招待プロ選手は　【ポイント対象外】　となります。

● イベント他 ※エントリー受付終了後に全組み合わせは”プレミアセブンアプリ”にて公開いたします。

・豪華家電製品などが当たる「プレミア大抽選会」開催　（当日応援・観戦者の方も参加可能）
・キューショップジャパンによるビリヤード用品展示即売ブース ＆ 買取りイベント開催！
・JPBAプロ　レッスン・チャレンジマッチブース
・話題のゲーム、スピードナイン

● エントリー受付

・申込順に受付いたします。締め切り期限前でも規定出場枠が埋まり次第受付を終了します。

・受付が正常に完了次第、オフィシャルサイトにてエントリー名を公開いたします。必ずオフィシャルサイトにて

　情報が正しく反映されていることを事前にご確認ください。

・エントリー最終決定権は、運営本部にあるものとします。

※当日の現金での受付は行いません。必ずエントリー締切り前に決済確定orご入金をお願いします。

PREMIER SEVEN

１０,０００円分の商品券×４

PREMIER SEVEN vol.4 in PiO

エントリー受付開始 要項到着時より随時受付

エントリー締切り 2020年1月5日（日）　～23：00 まで

注：締切以降のキャンセル・ペア変更などは一切受付致しません。

開催要項

８０,０００円分の商品券×１ ４０,０００円分の商品券×１

２０,０００円分の商品券×２

※買取りには免許証などの身分証明書の写しが必要です。
※お支払いは後日銀行振り込みとなります。



● エントリーについて ・本イベントでは「JPAスキルレベル（SL)」ならびに「ビリヤード検定グレード」を採用基準とします。

なお、両方ない場合は、「クラス別ハンディ」を参考に、チームの【ペアスキルレベル】を算出し、規定上限（14）以内

のチームが参加可能です。

※別紙「ペアスキルレベル算出方法」を参照し、【ペアスキルレベル】を算出ください。

→オフィシャルサイトにても確認可能です（https://premier7.jp/calc/）　※左記QRコード

※大会開催中においても、プレイヤーの技術レベルが明らかに申告SLと見合わないと運営事務局が判断した場合、

　運営事務局の判断でSLを修正していただきます（ペアスキルレベル14を超えた場合は失格）。

※「クラス別ハンディ」からSLを算出する際は、ホームショップ（所属店）にてSL確認・認定をお願いします。
　▲ペアスキル算出

・大会エントリーは店舗毎に受付可能です。　

・申込順に受付いたします。締め切り期限前でも規定出場枠が埋まり次第受付を終了します。

・受付期間外に送られたFAXは無効となりますのでご注意ください。（FAXの送受信にご注意下さい）

　又、通信不良、送受信不具合についても無効となります。

（エントリー締切り後、必ずWEBサイトにて反映されている事をご確認下さい。）

・受付を円滑に行うため、エントリー店舗様は全員分の参加費をまとめてお振込み下さい。

・振込み手数料はエントリー店舗様ご負担にてお願いします。

※当日の現金での受付は行いません。必ず期限内にご入金をよろしくお願いします。

・エントリーフィーの請求書は発行いたしません。エントリーリストにUPされたPLAYERのフィーは

 　各店舗様が確認してエントリーフィー入金締切日までにお振込み下さい。

　また、入金締切日までに御入金がない場合、キャンセルとなりますので御注意下さい。

● フィー振込先 【銀行名】　ジャパンネット銀行 【口座番号】　普通　1759795

【支店名】　本店営業部 【口座名義】　カ）ジャストドゥイット

※エントリーフィー入金締切り日（厳守願います）

● その他注意事項・会場内では飲食できますが、フード・ドリンク類の持ち込みは一切禁止となります。

・試合中はドリンクのみOKとなります。

・泥酔による相手チームからの抗議などがあった場合や、マナー違反があった場合は失格となる場合があります。

・会場内は禁煙となります。喫煙は指定場所でのみ可能です。

※本イベントにおいて運営事務局が撮影した写真・映像の著作権、肖像権、二次使用権など、一切の権利は

　PREMIER SEVEN 運営事務局 に帰属します。予めご了承ください。

※エントリー完了時点/見学来場者は大会会場への入場時点でこれに同意したものとします。

※その他詳細な規定・イベントの楽しみ方については別紙「PREMIER SEVEN イベント規定」を参照下さい。

● お問合せ 本大会に関するお問合せは以下PREMIER SEVEN運営事務局までお問合せ下さい。

PREMIER SEVEN

PREMIER SEVEN vol.4 in PiO

2020年1月7日（火） 15時まで

PREMIER SEVEN 運営事務局
(株式会社ジャストドゥイット内）

TEL 03-6260-8355
FAX 0763-34-4120

電話対応時間　：　平日 9:30～19:00

開催要項

info@premier7.jp (24時間受付）

店頭にてエントリー
受付

振込み確認用紙を

事務局へFAX
大会参加

事務局へ都度

FAX送信



●ペアスキルレベル算出方法

本イベントにおけるペアスキルレベルの上限は　【14】　となります。

チームのペアスキルレベルを算出し、以下の「ペアスキルレベル　ハンディ表」より該当する数字が、当日、対戦する際の

チームの持ち点となります。（JPA不参加or ビリヤード検定未受験者の方は下記の「スキルレベル設定・換算表」より算出）

※スキルレベル表はJPAルールを参照して作成しております。

●スキルレベル設定・換算表

◆JPAスキルレベル表 ◆ビリヤード検定グレード ◆ビリヤードクラス
　 →JPAスキルレベル換算（本ｲﾍﾞﾝﾄ用） 　 →JPAスキルレベル換算（本ｲﾍﾞﾝﾄ用）　※プロ・SAは10

グレード SL SL

C3 → 1 → 1

C2 → 2 → 2

C1 → 3 → 3

B3 → 4 → 4

B2 → 5 → 5

B1 → 6 → 6

A2～A3 → 7 → 7

A1 → 8 → 8

S2～S3 → 9 → 9

S1 → 10 → 10

●ペアスキルレベル算出例

例１）　 Aさん（JPA参加中）・・・SL3　→　SL3　となります。

Bさん（JPA不参加、ビリヤード検定B1保有）・・・　SL6　となります。

Aさん　SL3　＋　Bさん　SL6　＝　ペアスキルレベル　９

→以下の「ペアスキルレベル　ハンディ表」より、当ペアは大会当日19点先取にてゲームを行います。

例２）　 Cさん（JPA不参加、ビリヤード検定未受験）・・・　Bクラス（中）　→　SL6　となります。

Dさん（JPA不参加、ビリヤード検定S2～S3保有）・・・　SL9　となります。

Cさん　SL6　＋　Dさん　SL9　＝　ペアスキルレベル　15

→本イベントはペアスキルレベルの上限規定は　【１４】　のため、ペアは組めません。

●ペアスキルレベル　ハンディ表

Aさん Cさん

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10 11 12 13 14 15 17 19 20 24

2 11 12 13 14 15 17 19 20 24 26

3 12 13 14 15 17 19 20 24 26 28

4 13 14 15 17 19 20 24 26 28 30

5 14 15 17 19 22 26 28 30 32 NG

Bさん 6 15 17 19 20 26 28 30 32 NG NG

7 17 19 20 24 28 30 32 NG NG NG

8 19 20 24 26 30 32 NG NG NG NG

Dさん 9 20 24 26 28 32 NG NG NG NG NG

10 24 26 28 30 NG NG NG NG NG NG

PREMIER SEVEN
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ペアスキルの算出方法

女性ビギナー

男性ビギナー

Cクラス

Cクラス（上）4

SB、Aクラス

Aクラス（上）

クラス

SAクラス・プロ

スキルレベル

1

2

3

Bクラス（中）6

Bクラス（上）

5

7

8

9

Bクラス（下）



◆　服装について　◆

・服装や靴に制限はありません。

◆　プレミアセブンの楽しみ方　◆

・試合の観戦/応援時は全力で声援をおくりましょう。　（誹謗・中傷・ヤジなどは禁止です）

・応援について、対戦中のチームには「アドバイス」に関する声掛けはご遠慮ください。

・対戦前にはお互いに握手をして互いにフェアプレーで楽しみましょう。

・仲間のナイスショットにはハイタッチで健闘をたたえましょう。

・イベント参加中は動画や写真はOKです。SNSでの拡散は大歓迎です。

・ダブルス/プレミアシングルス以外にもたくさんのブースやイベントがあるので目一杯楽しみましょう。

◆　スキルレベルについて　◆

・本イベントでは「JPAスキルレベル」および「ビリヤード検定グレード」を基準に自身のSLを設定します。

・上記いずれも保有しない場合、一般的な「クラス別ハンディ」レベルから本イベント用にSLを設定してください。

※上記「クラス別ハンディ」から算出する場合は必ず、ホームショップ（所属店）にてSL確認・認定をお願いします。

◆　注意事項　◆

・会場内では飲食OKですが、フード・ドリンク類の持ち込みは一切禁止となります。

・試合中はドリンクのみOKとなります。

・泥酔による相手チームからの抗議などがあった場合や、マナー違反があった場合は失格となる場合があります。

・会場内は禁煙となります。喫煙は指定場所でのみ可能です。

※本イベントにおいて運営事務局が撮影した写真・映像の著作権、肖像権、二次使用権など、一切の権利は

　PREMIER SEVEN 運営事務局 に帰属します。予めご了承ください。

※エントリー完了時点/見学来場者は大会会場への入場時点でこれに同意したものとします。

PREMIER SEVEN

イベント規定

◆ 本イベント規定を必ずご確認くださいますようお願い致します。

PREMIER SEVEN vol.4 in PiO



◆　ダブルスルール　◆

ペアナインボール　ハンデ戦　完全1ショット交代　45秒ルール（時間延長無し）

・交互ブレイク（1ラック毎の交互ブレイク）

・完全1ショット交代（ブレイク、ショット共に全て1ショット交代・ゲームスタートから終了までラックを

跨いでもチーム内で1ショット交代）

・ゲーム中のコーチングは常にOKです。（コーチング者が対面に立って指示していてもOKとします）

・タイム計測はテーブル上の球が完全に停止してからスタートして下さい。

　（スクラッチの場合は球がリターンボックスに戻ってきたところから計測開始）

・タイム計測の一時停止はタイムキーパーに一任します。

・対戦相手のシュートミスから回ってきた順番の際は、ゲームボールであってもなくても、9ボール以外は全

て手玉フリーが採用されます。（9番のみ現状）

・故意でない球ざわりに関しては、両チーム了承の上、限りなく球ざわり前の配置に戻しゲームを再開して下さい。

・（相手チームが）「撞く順番を間違えている」「同じプレーヤーが連続して撞こうとしている」などと気づいた

場合は、撞こうとしているプレイヤーがショットをする前に、間違えている旨を相手プレイヤーに伝えて下さい。

※順番を間違えている事を申告しないまま相手プレイヤーがショットをしてしまった場合はそのままプレー続行。

・ジャンプキューの使用はできません。

・ダブルヒット、シュートアウト、3ファール、故意のファールもありません。

・「手詰まり」について

両チームともに的球の配置を崩すことを拒否して配置を変更しないショットが自チーム及び相手チームの全選手が

行った時点で「手詰まり」と致します。当該ラックは終了とし、新たにラックを組んでゲーム再開となります。

手詰まりとなった場合の処理の方法は、残り球をすべて無効球とし、残り獲得点数の多いチーム（劣勢のチーム）

のブレイクでゲームを始めます。残り獲得点数が同じだった場合は、チームリーダー同士のじゃんけんでブレイ

ク権を決定して下さい。

◆　プレミアシングルスルール　◆

シングルトーナメント（9ボール、3先、交互ブレイク、セルフラック、エース無効）

・ブレイクは「交互ブレイク」といたします。

・ラックはセルフラックとなります。

・ブレイクエースは無効です。

・ブレイク後のプッシュアウトはOKです。

・ダブルヒットなし

・ジャンプキューの使用はOKです。

PREMIER SEVEN

競技ルール
PREMIER SEVEN vol.4 in PiO



・本店舗登録用紙を送付いただく事で、ダブルスランキング（ショップランキング）ポイント付与対象となります。

　 →ダブルスはエントリー時のホームショップに対し「ショップポイント ランキング」対象となります。

・店舗様におかれましては参加者のハンディ→SL算出において、間違いがないかのご確認をお願い致します。

・※の箇所は必須項目ですので、ご記入をお願い致します。

フリガナ フリガナ

＠

 http://

【 平 日 】

【土日祝】
休業日

PREMIER SEVEN

PREMIER SEVEN vol.4 in PiO

※担当者名

ビリヤード台数

テーブル設置業者

FAX

店舗登録用紙

大会規約に同意頂く書類となります
お手数では御座いますが　大会ごと記入頂きFAX下さい。

※店舗名

－　　　　　　　　　　　　　　　－

〒　　　　　　　　-

【FAX送信先】　0763-34-4120

ホームページ

メールアドレス

営業時間 ＿＿曜日 or 年中無休
：　　　　　　～　　　　　　　：

：　　　　　　～　　　　　　　：

併用施設 パチンコ・スロット　＿＿台、　スリーセブンターボ　＿＿台、　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

ダーツ設置有無 ダーツマシン　＿＿台　　（PHOENIX、DARTSLIVE、その他）、ハードダーツ　＿＿台

ダーツ設置業者

－　　　　　　　　　　　　　　　－

※住所

※TEL

ポケット　＿＿台、　キャロム　＿＿台、　スヌーカー　＿＿台、　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）



○ 会場内 座席予約 / 申込書 ～　会場内 席予約について　～

店舗名

責任者名

電話 - -

申込数 テーブル予約

※1テーブル6席　/　1口 1,000円

会場スペースに限りが御座います。お早めにご予約下さい。 店舗様専用のテーブル予約の申し込みになります。

満席になりましたら期限前でも締切とさせて頂きます。 １口　\１０００-　のご協賛金にてご用意させていただきます。

＊注意：個人でのお申込は出来ません必ず店舗様より記入お申込下さい。

● 大会運営協賛 / 申込書 ～　大会協賛について　～

店舗名

責任者名

電話 - -

申込数 口分申込み

※１口/１万円となります。

➀プレミアセブン オリジナルノベルティ進呈

プレミアセブン運営、開催の為の協賛金のご協力をお願いしております。 ②プレミアセブン特設ページにバナー＆リンク掲載、

ご協賛頂きました企業様、店舗様には１口につき右記の特典がございます。 ならびに会場内への広告告知ポスター（A3サイズ）掲示

③２口２万円以上のご協賛で、ロゴバナー掲載・進呈

※サイズ　1,800mm×900mm　素材　トロマット

会場内 座席予約申込書 / 協賛申込書
PREMIER SEVEN vol.4 in PiO

PREMIER SEVEN



開催日： 2020年1月12日（日）

受付期間： 要項到着時～ 2020年1月5日（日）～23：00　※エントリーあり次第運営事務局まで都度FAX送信願います。

●ダブルス エントリーフィー 1人　5,000円（ペア 10,000円）  ※ペアスキルレベルの上限は【14】となります

定員　336名（168チーム）

○プレミアシングルス エントリーフィー 1,500円　（ペアエントリーフィと別途）　※参加は希望者のみです。

定員　64名　（ダブルスエントリー者の中より希望、先着順）

チーム名
ペアスキル

レベル

プレミア会員ID フリガナ 個人SL

氏名/漢字

プレミア会員ID フリガナ 個人SL

氏名/漢字
※上限【14】

チーム名
ペアスキル

レベル

プレミア会員ID フリガナ 個人SL

氏名/漢字

プレミア会員ID フリガナ 個人SL

氏名/漢字
※上限【14】

チーム名
ペアスキル

レベル

プレミア会員ID フリガナ 個人SL

氏名/漢字

プレミア会員ID フリガナ 個人SL

氏名/漢字
※上限【14】

チーム名
ペアスキル

レベル

プレミア会員ID フリガナ 個人SL

氏名/漢字

プレミア会員ID フリガナ 個人SL

氏名/漢字
※上限【14】

チーム名
ペアスキル

レベル

プレミア会員ID フリガナ 個人SL

氏名/漢字

プレミア会員ID フリガナ 個人SL

氏名/漢字
※上限【14】

※4組以上のエントリーの場合はお手数ですが、本用紙コピーの上、FAX送信をお願いします。

店舗名 電話番号

PREMIER SEVEN

【FAX送信先】　0763-34-4120

PREMIER SEVEN vol.4 in PiO

【店舗使用欄】
FAX送信日を
ご記入下さい
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ご記入下さい
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FAX送信日を
ご記入下さい
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【店舗使用欄】
FAX送信日を
ご記入下さい
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ｼﾝｸﾞﾙ
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月　　　　　日　
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・

不参加

【エントリー用紙】

2019年よりプレミアセブンに参加の際、参加者お一人お一人のプレミア会員登録が必要です。

※当申込用紙では申込は完了しておりません。左記QRコードから会員登録、プレミア会員IDの取得をお願いします。

【店舗使用欄】
FAX送信日を
ご記入下さい

ｼﾝｸﾞﾙ

参加
・

不参加 11

○月　　　　○日

ｼﾝｸﾞﾙ
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・

不参加
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Player1 フリガナ

Player1 漢字氏名

Player2 フリガナ

Player2 漢字氏名

P00428

P00811

プレミアセブンチーム
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PREMIER SEVEN

PREMIER SEVEN vol.4 in PiO

PREMIER SEVEN運営事務局　FAX 0763-34-4120

振込確認用紙　（FAX必須）

備考
お振込
合計
金額
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※入金金額の内訳（エントリー選手名）を必ずご記入下さい。
各シングルス参加の場合は○を記入して下さい。

選手ごと　参加費合計を出して頂き
お振込金額のご確認をお願い致します

※FAX未到着/入力洩れなどで起こる
エントリー漏れを見つける事ができる、重要な書類となります。

お手数では御座いますが、ご記入の上FAXを送信下さいませ。

￥5,000－/1名（チーム\10,000-）　 ￥1,500 / 1名
備　　考

個人合計

ダブルス　選手名 シングル参加者は○ 金額

時頃　

振込名義 /必ず店舗名にてお振込下さい。 エントリーフィー入金締切【厳守】

入金金額 円　　　　 2020年1月7日（火） 15時まで

WEBサイトにて選手名がUPされている事をご確認頂き　お振込ください。

店舗名 PREMIER SEVEN運営事務局
ジャパンネット銀行　本店営業部

(普) 1759795
口座名義： カ）ジャストドゥイット

※振込手数料はお客様負担となります。

ＴＥＬ

お振込日時 　　　　月　　　　  　日


