GENERAL INFORMATION
ABOUT COMPETITION

【開 ⽇】2021年04⽉25⽇（⽇）
【時間】 ⼿
12:00
⼤ スタート 14:00
【場 】Bar ECLIPSE
〒904-0114 沖 中頭郡北 15-59
※※⼀
開なし※※
【エントリー 】anfa 員、 員問わず
※

にanfa 式⼤ で優

【エントリーフィー】
anfa 員 ¥5000

のある は く

員 ¥8000

エントリー、その他

鈴⽊ 浩

先

RULES

時間３ で 題カクテルを⼀ 作成して下さい。
使⽤する 材、グラスは 場にてご⽤ いたします。
はスマートフォンでご⽤ 下さい。
その はライトニングケーブル はイヤフォンジャッ
クで 来るものに ります。
な⾏為、 を使う⾏為などを⾏った場 は失 と
なります。
ボトルの 択は⾃由ですが、バカルディ のボトル
を使⽤する場 はラベルを剥がしてご持 下さい。そ
の ステッカーを貼ることも可 です。
ボトルとティンへのテーピングは⾃由ですが、 ⽣⾯
には⼗ に配慮して下さい。
体はボトルに １５ml 上 れて下さい、ただし
フレア⽤のボトルにシロップを使⽤したい場 は
1/4Full bottleの 量が必 です。

08023917987
hiro198212@gmail.com

⼤ ではコロナウイルス 染 ⽌の 点から、
当⽇は ⼿ミーティングを⾏いません。
その代わりにfacebookメッセンジャーにてグループ
チャットを作成し、ルールや⼤ についての 問を
事前に受け付けます。
※

エントリー め切り
2021 年 3 ⽉ 31 ⽇( )まで
＊
に し め切りますので、
お早めのご 募をお願い します。

COCKTAIL
Cuba libre

バカルディ ２oz
ライム 1 cut
コカコーラ Full
Method ：BUILD
※ストロー、バーナプキンの使⽤は⾃由
ALLOCATION

オリジナリティ
ディフィカルティ
バラエティ
ショーマンシップ
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スピル
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MISC
破損
未 成
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SEASIDE FLAIR COMPETITION 2021
GENERAL INFORMATION
ABOUT COMPETITION

【開 ⽇】2021年04⽉25⽇（⽇）
【時間】 ⼿
12:00
⼤ スタート 15:00
【場 】Bar ECLIPSE
〒904-0114 沖 中頭郡北 15-59
※※⼀
開なし※※
【エントリー 】anfa 員、 員問わず
す

※

プロ、アドバンスレベルを

【エントリーフィー】
anfa 員 ¥5000

とした⼤ となりま

員 ¥8000

エントリー、その他

鈴⽊ 浩

先

RULES

時間5 で 題カクテルを⼀ 作成して下さい。
使⽤する 材、グラスは 場にてご⽤ いたします。
はスマートフォンでご⽤ 下さい。
その はライトニングケーブル はイヤフォンジャッ
クで 来るものに ります。
な⾏為、 を使う⾏為などを⾏った場 は失 と
なります。
ボトルの 択は⾃由ですが、バカルディ のボトル
を使⽤する場 はラベルを剥がしてご持 下さい。そ
の ステッカーを貼ることも可 です。
ボトルとティンへのテーピングは⾃由ですが、 ⽣⾯
には⼗ に配慮して下さい。
体はボトルに １５ml 上 れて下さい、ただし
フレア⽤のボトルにシロップを使⽤したい場 は
1/4Full bottleの 量が必 です。

08023917987
hiro198212@gmail.com

⼤ ではコロナウイルス 染 ⽌の 点から、
当⽇は ⼿ミーティングを⾏いません。
その代わりにfacebookメッセンジャーにてグループ
チャットを作成し、ルールや⼤ についての 問を
事前に受け付けます。
※

エントリー め切り
2021 年 3 ⽉ 31 ⽇( )まで
＊
に し め切りますので、
お早めのご 募をお願い します。

COCKTAIL
Cuba libre

バカルディ ２oz
ライム 1 cut
コカコーラ Full
Method ：BUILD
※ストロー、バーナプキンの使⽤は⾃由
ALLOCATION

オリジナリティ
ディフィカルティ
バラエティ
ショーマンシップ
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