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-大会要項≪第一部≫
トリオス
≪第二部≫
最強店舗決定戦・男女混合オープンシングルス
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最強店舗決定戦
≪ 開催日程 ≫
●トーナメント開催日

2016 年 10 月 16 日（日）

●エントリー受付時間

am9:00～am9:45

●大会スタート時間

第一部 ・トリオス戦 am10:00～
第二部 ・男女混合オープンシングル戦 pm15:00～
・最強店舗決定戦 pm15:00～

≪ 開催会場 ≫
●えすぽわーる伊佐沼 イベントホール リベルテ
住

所 ：埼玉県川越市伊佐沼 667-2

電 話 番 号 ：049-224-3210（代表）

≪ 主催･ご案内窓口 ≫
●主催 ダーツフェスタ実行委員会
●協力 ZEUS Entertainment
●ご案内窓口

（株）27 グループ

大会事務局 TEL：049-276-7635

am10:00~翌朝 6:00

担当：福田 （携帯 090-3338-5682）
FAX：049-276-7636
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≪ エントリー･フィ≫
●トリオス･トーナメント
¥4,000（税込）／プレイヤー（ゲーム代込み）
●男女混合オープンシングルス・トーナメント
￥2,000（税込）／プレイヤー（ゲーム代込み）
●最強店舗決定戦
￥エントリーフィ 無料（ゲーム代込み）
≪ 参加出場枠 ≫
●トリオス･トーナメント
第一部 ― 80 チーム（240 名）
◎このトーナメントは一チーム三人の合計レーティングが 45 以下でチーム編成をして下さい。
エントリー受付終了後、全エントリーチームを以下の①~②の条件により順位付けいたします。そ
の順位によってエントリー･フライトが確定いたします。
① チーム･レーティングの合計値の高い順
② チームにおける個人レーティングの高い順

●男女混合オープンシングルス・トーナメント
第二部 － 128 名
◎全エントリープレイヤーを以下の条件により順位付けいたします。その順位によってエントリ
ー･フライトが確定いたします。
① レーティングの高い順

●最強店舗決定戦
第二部 － 16 店舗（各店舗から代表 3 名）
◎各店舗からプレイヤー3 名を選出して頂き 3 名対 3 名で戦って頂くチーム戦です。

※エントリーはすべて先着順となります。
※第二部の男女混合オープンシングルス戦及び最強店舗決定戦には第一部のトリオスに
エントリーされたプレイヤーのみエントリーOK とします。
※第二部の男女混合オープンシングルス戦と最強店舗決定戦は同時スタートのため重複
エントリーできません。
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≪ 参加出場資格 ≫
●店舗
Darts を心から愛していて Darts を心から楽しめ今大会を盛大に盛り上げて頂ける店舗様
●プレイヤー
Darts を心から愛していて Darts を心から楽しめ今大会を盛大に盛り上げて頂ける健康な方で
2016 年 10 月 16 日の時点で満 20 歳以上の方
※大会エントリーは満 20 歳以上の方でなければ出来ませんが、ご観戦や応援のご来場は満 20 歳
未満でも保護者同伴でしたら可能です。

≪ レーティング検証 ≫
本トーナメントではレーティング検証を実施させていただきます。
※該当プレイヤーの本トーナメント･レーティングが提出レーティングを 3 ポイント以上上回っ
た場合、その該当プレイヤーおよびプレイヤーが所属するチームを失格とする事ができるもの
とします。
レーティング検証の結果、失格となったプレイヤーおよび店舗関係者等からの一切の異議申し立て
及びエントリーフィーの返金等をお受けいたしませんので予めご了承下さい。

≪ エントリー申込手続 ≫
適用

随時

エントリー受付開始日

2016 年 9 月 9 日(金)

pm12:00～

キャンセル・変更受付締切日

2016 年 10 月 7 日(金)

pm19:00 まで

エントリー受付締切日

2016 年 10 月 7 日(金)

pm19:00 まで

【エントリー申込手続方法】
① エントリー希望プレイヤー様はエントリーショップ様にて規定スタッツを取得後、今大会専用エ
ントリー用紙に必要事項を記入しエントリーフィーと共にエントリーショップ様へ提出する。
② エントリーショップ様は今大会専用エントリー用紙に誤記や未記入がないか確認後大会事務局ま
で FAX で送信する。

【エントリー受付 FAX 番号 ０４９－２７６－７６３６（24 時間受付対応）
】
③ エントリー受付次第、今大会の OFFICIAL WEB SITE にてエントリーショップ様名及びプレ

イヤー様名が UP されますので間違いがないか確認する。
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http://zeusentertainment.web.fc2.com/d-festa.html

エントリー締切り次第大会事務局より「エントリーフィーご請求書」が送付されますのでご確
認の上指定口座へエントリーフィーを 10 月 13 日（木）までにお振込み頂く。

⑤ ご入金確認後エントリー正式決定とする。
※受付締切日前に定員に達した場合はその時点で受付締切とさせて頂きます。
※キャンセル・変更はすべて FAX にて行って下さい。電話・E-mail でのキャンセル・変更は一切
お受けいたしませんので予めご了承下さい。また、キャンセル受付締切日以降にやむを得ずキャ
ンセルされる場合、またトーナメント当日会場に来場されなかった場合エントリー･フィーの返却
はされませんので予めご了承下さい。
※エントリーフィーのお振込手数料は誠に申し訳ございませんがショップ様のご負担とさせて頂き
ます。

≪ マッチ･フォーマット ≫
【第一部】
トリオス
フライト

Rt 合計順位

枠数

マッチ･フォーマット

01 ゲーム

S

1～20

20 チーム

901－S･クリケット－901

Open in／Master out

A

21～40

20 チーム

901－S･クリケット－901

Open in／Open out

B

41～60

20 チーム

701－S･クリケット－701

Open in／Open out

C

61～80

20 チーム

501－S･クリケット－501

Open in／Open out

【第二部】
男女混合オープンシングルス
フライト

Rt 合計順位

枠数

マッチ･フォーマット

01 ゲーム

S

1～32

32 名

701－S･クリケット－701

Open in／Master out

A

33～64

32 名

501－S･クリケット－501

Open in／Master out

B

65～96

32 名

501－S･クリケット－501

Open in／Open out

C

97~128

32 名

301－S･クリケット－301

Open in／Open out

最強店舗決定戦
枠数

マッチ･フォーマット

01 ゲーム

16 チーム

501－S･クリケット－501－S･クリケット－501

Open in／Master out

※エントリー状況により変更になる場合があります。
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≪ トーナメント･フォーマット ≫
●トリオス
・予選ラウンド
◎１ブロック 5 チームのラウンド･ロビン
◎上位２チームが決勝トーナメントへ
◎すべての試合は、２Out of ３Games（２レグ先取で勝利）で勝敗を決定
◎予選ブロックの順位は以下の条件で決定
①勝ち GAME 数
②勝ち LEG 数
③負け LEG 数
④該当チーム同士の直接対決の結果
⑤該当チーム同士でカウントアップ勝負（一発勝負）

・決勝トーナメント
◎シングル･イリミネーション･トーナメント方式
◎すべての試合は、２Out of ３Games（２レグ先取で勝利）
◎マッチ・フォーマットは０１－クリケット－０１
●男女混合オープンシングル
◎シングル･イリミネーション･トーナメント方式
◎すべての試合は、２Out of ３Games（２レグ先取で勝利）
◎マッチ・フォーマットは０１－クリケット－０１
●最強店舗決定戦
◎シングル･イリミネーション･トーナメント方式
◎店舗代表のプレイヤー3 名対 3 名の勝ち抜き戦
◎大将を先に倒したチームの勝利
◎すべて 1LEG マッチ
◎マッチ・フォーマットは０１－クリケット－０１－クリケット－０１
ご説明：先ずは A・B 両チームの先鋒同士がジャンケン&コークにて先攻後攻を決め０１戦を開
始。勝った A チームの先鋒が負けた B チームの中堅とクリケット戦を開始（この際、
負けた B チームの中堅が先行）
。結果、A チームの先鋒が勝ったら B チームの大将と０
１戦。B チームの中堅が勝ったら A チームの中堅と０１戦。こうして相手チームの大将
を先に倒したチームが勝ち上がっていく。

※エントリー状況により変更になる場合があります。
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≪ ゲーム･ルール ≫
●各ゲームラウンド設定
ゲーム

301

501

701

901

S･クリケット

ラウンド

10R

15R

15R

15R

15R

●０１ゲーム勝利条件
①先攻･後攻にかかわらず、設定ラウンド内に先にフィニッシュ(ゼロに)したチーム
②フルラウンド終了時点で点数の低いチーム
③フルラウンド終了時点で同点の場合コークにより勝利したチーム
※該当レグの先攻･後攻の順番で行います。

●S･クリケット勝利条件
①先攻･後攻にかかわらず、設定ラウンド内にすべてのクリケット･ナンバーをクローズし、かつ点数が同じかまたは
高いチーム
②フルラウンド終了時に点数の高いチーム
③フルラウンド終了時点で同点の場合コークによって勝利したチーム
※該当レグの先攻･後攻の順番で行います。

●コーク
①すべてビット数によって決定
②ビット数が同数の場合は、先攻･後攻を交替して再コーク
③ダーツが刺さったままの状態でコーク
※先に投げたチームのダーツが、インナー･ブルの真ん中に刺さった場合のみ、次のチームはダーツを抜く事ができ
ます。

●その他
①トリオス及び男女混合オープンシングルスは、１レグ目及び３レグ目の先攻･後攻はジャンケン＆コークで決定。
２レグ目は１レグの敗者チームが先攻。
最強店舗決定戦は、1 レグ目はジャンケン&コークにて先攻･後攻を決定。2 レグ目以降すべて敗者チームが先攻。
②前のプレイヤーがプレイヤー･チェンジ･ボタンを押し忘れ次のプレイヤーが投てきをした場合、刺さっているダー
ツは有効としプレイヤー･チェンジ･ボタンを押した後カウント。但し、刺さらなかったダーツは無効。
③プレイヤーによってゲーム設定およびゲーム内容を誤って開始した場合、その誤ったゲームを無効とし、改めて正
確なゲーム設定およびゲーム内容を選択して再スタート。但し、ゲームが終了した場合はその勝敗を正当なものと
みなします。
④

レグ毎に１st／２nd／３rd のプレイヤーの投てきの順番は変更できません。但し、次対戦相手ゲーム時に投てきの
順番を変更する事はできるものとします。
⑤ゲーム中は矢がボードに刺さらなくても感知優先とする。
⑥ゲーム終了毎にスタッツを記入すること。
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≪ トーナメント･マナー ≫
●トーナメントの円滑なる運営･進行の為、以下の行為等を禁止いたします。
①20 歳未満の方の喫煙及び飲酒
②飲酒運転および酒気帯び運転のおそれがあるにもかかわらず、自動車および原動付自転車を使用した
方のご入場
③ダーツをプレイするに相応しくない服装でのご入場
④会場内外での暴力行為および会場内外の備品損壊
⑤試合中あるいは応援の際の、誹謗･中傷、ヤジ･罵声
⑥試合中の写真撮影およびビデオ撮影
⑦試合をしているエリア付近での携帯電話の使用
⑧会場内への飲食物・危険物の持ち込み（発見次第回収させていただきます）
⑨喫煙エリア以外での喫煙
⑩試合中の空き台を使用した練習
⑪提出したレーティングおよび内容の虚偽申告
⑫あらゆる試合の結果を賭博の対象としその行為へ参加する事
⑬その他主催者が主観的かつ自主的に、トーナメントの調和と進行の妨げまたはその可能性があると判
断する行為

※上記の禁止行為を行ったプレイヤーおよび店舗様は、退場処分及び本トーナメント失格とな
るだけでなく、しかるべき処置をさせて頂き弁償して頂くとともに将来にわたる弊社主催お
よび運営するすべてのイベントへの参加資格の取り消しにつながる事がございます。
※退場処分及び本トーナメント失格になった場合、エントリーフィーの返却はされませんので
予めご了承下さい。
●会場内においてのお願い
①会場内の座席等に貴重品を置いたままお席を離れませんようにお願いいたします。トーナメ
ント会場で発生した盗難に関しまして、主催者は一切の責任を負いかねますので予めご了承
下さい。
②会場内で急病人が出た場合もしくは発見した場合は、直ちにお近くのスタッフまでご連絡下
さい。
≪ 写真等撮影物の権利(肖像権) ≫
本トーナメントにかかわる写真等撮影物の権利(肖像権)は、ダーツフェスタ実行委員会(以下,甲)に
所属するものといたします。甲は、本トーナメントの写真やビデオ等を撮影し、またそれらメディ
アを宣伝や広告などの商用目的に使用する権利を有します。本トーナメントへの参加は、個々のプ
レイヤーへの受託･了承等の確認や金銭的な補償なしに、これら甲の権利に同意するものとみなさ
れます。また、あらゆる企業･個人の営利目的とする本トーナメントの写真等撮影物の使用を一切
禁止させていただきます。
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