
１、開催概要

■概要 DARTSLIVE OPEN 2015 KYOTOは一般社団法人ダーツジャパン公認トーナメントです。

本大会はDJTOUR関西サーキットの対象大会です。

■開催日時 2015年　　12月20日（日）

予選ラウンド1部　　受付　午前　　9時、開会式　午前　　10時

その他の時間についてはエントリー締め切り後に発表致します。

※予選ラウンドの受付時間及び試合開始時間の振り分けはエントリー締め切り後に行います。

※受付時間および試合開始時間は変更になる場合があります。

※受付は店舗単位での受付になります。必ず店舗代表者が受付を行って下さい。

■開催場所 京都パルスプラザ　大展示場 http://www.pulseplaza.jp/

612-8450 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町５ 075-611-0011

■JAPAN　STAGE16 JAPAN STAGE16 の観戦席（指定席）をご希望の方には座席確保を致します。座席料は無料です。

※申し込みはDARTSLIVE OPEN 2015 KYOTO大会HPからの申し込みになります。

※観戦席の指定は出来ません。申し込み順から割り振りさせて頂きます。

※観戦席の場所に関しては当日受付により発表させて頂きます。

■エントリーフィー ・ダブルストーナメント 　　　  　　　6,000円/1名　(12,000円/1チーム）

※ゲーム代金込みの金額となります。

*特典内容： JAPAN LEAGUE　登録者はダブルスエントリーフィー500円割引

*特典内容：JAPANプロライセンス所得者はダブルスとシングルスのエントリーフィーが半額

※JAPAN LEAGUE割引との併用は出来ません。

※割引適応を受けるにはエントリー用紙にﾗｲｾﾝｽﾁｪｯｸ枠の記入をお願いします。

・メンズシングルストーナメント（Masters）　　6,500円/1名

・レディースシングルストーナメント（Masters）　　6,000円/1名

※ゲーム代金込みの金額となります。

※Mastersポイント対象

・U-19シングルストーナメント

小学生･中学生　1,000円/1名（小学生）　2,000円/1名（中学生）

高校生以上　3,000円/1名

※ゲーム代金込みの金額となります。

※参加人数によっては小学生、中学生の部を統合する場合がございます。

※U-19シングルスエントリー者はダブルス、シングルス（Masters）のトーナメントとの重複エントリーは出来ません。

■当日エントリー ・オープンシングルストーナメント　　　2,000円/1名　Rtの制限は無し。

※ゲーム代金込みの金額となります。

■座席確保 ご希望の店舗様には座席確保を致します。　500円×エントリー人数　※JAPANLEAGUE参加店舗は300円/1人

※店舗ごとの申し込みになります。店舗様のエントリー人数を下回る座席数の確保は出来ません。

※座席確保には数に限りがございますので先着順とさせて頂きます。

■Mastersポイント 関西地区で開催されるDJ TOURでのシングルス及びダブルス（LevelMAXのみ）でのポイントランキングを競います。

※Ladiesはシングルスのみが対象となります。

関西地区でのポイント上位者は2016年6月に開催（予定）される各地区から集まったランキング上位者による

No1決定戦に出場する権利が与えられます。

ポイントの詳細及び受賞内容についてはWEB上にて公開します。

■大会参加資格 オープントーナメントとなっております。全ての店舗からエントリーが可能です。

参加資格に特に制限は設けませんが、未成年者は大会当日は「未成年マーク」を

掲示することを必須とします。万一、保護者不在あるいは「未成年マーク」を外したことが発覚した場合は

その時点で失格とさせて頂きます。

未成年者の大会エントリーには誓約書の記入が必要になります。

未成年の方は「参加に関する注意事項」をご理解、ご了承の上、エントリーをして下さい。

■参加に関する注意事項 DARTSLIVE OPEN 2015 KYOTOにつきましては風営法許可取得会場となります。

以下の点に同意の上、ご参加下さいませ。また禁止事項を必ず遵守して下さい。

本大会は、京都府の条例により風営法許可取得施設（競技スペース）へのアルコールの持ち込みが一切禁止されており

競技スペースと飲食スペースが別スペースとなります。

アルコールについては、飲食スペースで販売を行いますが、必ず飲食スペース内でお飲みいただき、競技スペースには

一切持ち込まないでください。また、アルコールを他の容器に移し替えることも一切禁止いたします。

競技スペースへのソフトドリンクの持ち込みは差し支えありませんが、アルコールとの区別をつけるため、原則として飲食

スペースでご購入されたソフトドリンクに限定させていただきます。そのため、タンブラー等にソフトドリンクを入れている

場合であっても、タンブラー等の競技スペースへの持込も一切禁止いたします。

16 歳未満の方は18時以降のご入場をお断りしております。試合途中であってもご退場して頂く事になります。

大会進行の都合上で18 時以降の試合があった場合でも、ご退場いただいく事となります。

途中でご退場頂く場合でも、エントリー費の返金等はございませんので予めご了承の上、

エントリーをお願い致します。

エントリーを受け付ける店舗担当者様におかれましては上記の内容をプレイヤー様に確認及び了承の上、

エントリー受付を行って下さいませ。

皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

観戦予約席
12月19日（土）

大会要項



２、エントリー枠

■ダブルス 定員 1024チーム　2048名 チーム数 人数
64 128
64 128
64 128
64 128
128 256
128 256
128 256
128 256
64 128
64 128
64 128
64 128

1024 2048

※エントリー締め切り後、①チームRt ②チーム内個人Rt の高い順にレベル分けを行います。

※レベル分けは上記表を基準に行いますが、変更される場合もございます。

■Mastersシングルス Men's定員　64名 （Rt13未満のプレイヤーはエントリーできません。）

Ladies定員　32名 （Rt8未満のプレイヤーはエントリーできません。）

※定員を超えるエントリーがある場合は、エントリーRtの上位者の順にエントリーを優先します。

※上記以外に主催者推薦枠がございます。

※エントリー状況によっては、エントリー枠を増やす場合があります。

※ダブルスのエントリー状況により定員内であっても運営上の都合、エントリーをお断りする場合がございます。

　ペアのRtが低いと上記の対象となる可能性があります。

■オープンシングルス 定員　256名 人数

※当日受付エントリー 64

64

64

64

※当日受付のエントリーとなるため、開催当時に試合が残っている方はエントリーする事が出来ませんので

　予めご了承下さいませ。

※開催時間は大会当日の発表となります。

３、ゲーム内容＆ルール

■ダブルス 予選ラウンドロビン、決勝シングルイリミネーション（いずれも 2Out Of 3Games）

※予選ラウンドロビンを行い、上位2チームが決勝トーナメントへ進出します。

※予選ラウンドロビンの順位は以下の優先順で決まります。

　　①勝ち試合数　②勝ちレッグ数　③負けレッグ数　④直接対決の結果

　　⑤3チーム以上が同点の場合カウントアップにより順位を決定します。

　先攻・後攻 1レッグ及び3レッグはじゃんけんコーク（ビット）により決定します。

2レッグは1レッグの敗者が先攻となります。

ＬｅｖｅｌＭＡＸに限りコークの勝者が先攻か好きなゲームを選択します。

■Mastersシングルス 予選ラウンドロビン、決勝シングルイリミネーション（いずれも 2Out Of 3Games）

※予選ラウンドロビンを行い、上位２名が決勝トーナメントへ進出します。

※予選ラウンドロビンの順位は以下の優先順で決まります。

　　①勝ち試合数　②勝ちレッグ数　③負けレッグ数　④直接対決の結果

　　⑤3名以上が同点の場合カウントアップにより順位を決定します。

　先攻・後攻 《Men's&Ladies予選ラウンド、Ladies決勝トーナメント》

先攻固定ルールを採用します。�
じゃんけんコークを行い、勝ったプレーヤーがAかBを選択

A・・・1Leg目先攻 B・・・2Leg目先攻 3Leg目はコークの勝者が先行か好きなゲームを選択。

《Men's決勝トーナメント》

先攻固定ルールを採用します。

じゃんけんコークを行い、勝ったプレーヤーがAかBを選択

A・・・1Leg,3Leg B・・・2Leg,4Leg目先攻

5Leg目はコークの勝者が先行か好きなゲームを選択。

■U-19ｼﾝｸﾞﾙｽ　 予選ラウンドロビン、決勝シングルイリミネーション（いずれも 2Out Of 3Games）

※予選ラウンドロビンを行い、上位２名が決勝トーナメントへ進出します。

※予選ラウンドロビンの順位は以下の優先順で決まります。

　　①勝ち試合数　②勝ちレッグ数　③負けレッグ数　④直接対決の結果

　　⑤3名以上が同点の場合カウントアップにより順位を決定します。

　先攻・後攻 1レッグ及び3レッグはじゃんけんコーク（ビット）により決定します。

2レッグは1レッグの敗者が先攻となります。

　先攻・後攻 1レッグ及び3レッグはじゃんけんコーク（ビット）により決定します。

2レッグは1レッグの敗者が先攻となります。

■オープンシングルス シングルイリミネーション（いずれも 2Out Of 3Games）

※当日受付エントリー

　先攻・後攻 1レッグ及び3レッグはじゃんけんコーク（ビット）により決定します。

2レッグは1レッグの敗者が先攻となります。

■勝敗　全カテゴリー共通 01GAMEは、 終ラウンドで両チーム共にフィニッシュしなかった場合、代表者によるコークによって勝敗

を決定します。コークの順番はそのレッグと同様としてください。

クリケットは、 終ラウンドで両チーム共にフィニッシュしなかった場合、得点の高い方の勝利となります。

同点の場合は、01GAMEと同様に代表者によるコークによって勝敗を決定します。

合計

Open In / Open Out701-Ｃｒｉ-701

Open In / Master Out701-Ｃｒｉ-Choise

レベル
 Level MAX

Level 11

501-Ｃｒｉ-501

Level 1〜3

C 301-Ｃｒｉ-30１

Men's （予選ラウンド） 701-701-Choise

A

Ladies（予選ラウンド）

Open In / Master OutLadies（決勝トーナメント） 701-701-Choise

701-Ｃｒｉ-701 Open In / Open Out

小学生・中学生

Open In / Open Out

高校生以上

BB〜B 501-Ｃｒｉ-501

Open In / Open Out

701-Ｃｒｉ-701 Open In / Open Out

Open In / Master Out

 Level MAX

Level 10～4

Level 11

Open In /Master Out

701-701-Cri-Cri-Choise

Open In / Open Out301-Ｃｒｉ-30１

Open In / Open Out

Men's （決勝トーナメント）

Open In / Open Out

Level 10
Level 9
Level 8
Level 7
Level 6

B

C

Level 5

501-Ｃｒｉ-501

A

BB

Open In / Master Out

Level 4
Level 3
Level 2
Level 1

フライト

501-501-Choise



４、エントリー受付

■エントリー開始 2015年　　11月　　1日　13:00～

※受付開始時刻前のエントリーは無効となります。定員になり次第終了とさせて頂きます。

■エントリー締切 2015年　　12月　7日　23:00

※エントリー締切日以降は、エントリーの変更やキャンセルを受付できません。また、締切日以降の

　 キャンセルおよび当日のキャンセルについては、エントリーフィーは返還できませんので、ご了承

　 下さい。

※エントリー変更及びキャンセル締切日　　　　12月　7日　23:00

　　専用フォームにて事務局宛てにＦＡＸして下さい。

■エントリー手順 エントリー店舗にて規定数ゲームのスタッツをとり、レイティングフォームに必要

事項を記入し、エントリーフィーと一緒に店舗に提出してください。

※店舗は、レイティングが適当であるかの確認を必ず行ってください。

▼

レイティングフォームを受理した店舗は、エントリーフォームに必要事項を記入

のうえ、エントリーフォームのみ大会事務局にFAXしてください。

※レイティングフォームはFAXしないでください。

▼

エントリー締切後、事務局よりエントリーフィーの請求書が届きます。請求書に

記載された金額を指定口座に振込み期限までにお振込みください。

※エントリーのキャンセルや変更は、お申込みになった店舗へご連絡ください。

※振込み期限までにエントリーフィーの入金が確認できない場合は、キャンセルとさせていただきます。

※エントリーが完了したプレイヤーの名前はDARTSLIVE OPEN 2015 KYOTOホームページにて公開されます。

５、その他の注意事項

■同意事項 ※当日は大会の撮影があります。大会運営事務局はそれらを商用目的に使用する権利を有します。

　 本大会への参加は個々の参加者への受諾・了承等の確認や金銭的保証なしに、これら大会運営

　 事務局の権利に同意するものとみなされます。

※試合の結果はインターネットのWebサイト等で公表いたします。

　 参加者はこれに同意したものとします。

■注意事項 ※会場外でアルコール類の販売を行いますので、ご来場の際は公共の交通機関をご利用ください。

※会場内で貴重品等の紛失がありましても一切の責任を負いませんので、各自にて管理の徹底をお願

　 い致します。

※試合の 中や観戦中に騒ぐ・ヤジるなどして、他の参加プレイヤーに対し	妨害行為があった場合、

　 また、ルール違反など、トーナメント進行を妨害する行為があった場合には、会場から退出していただ

　 く場合があります。

※大会運営上、支障をきたすと判断させていただいたプレーヤーもしくはチームは、デフォルトとさせて

　 いただきます。

■禁止事項 ※会場内への飲食物の持ち込みは禁止です。

※競技場内へのアルコール類の飲酒及び持ち込みは禁止となっております。

　 飲酒及び持ち込みが発覚した場合は退場若しくは参加資格の停止処分とさせて頂きます。

※指定された場所でのみ飲食が可能となります。

※決められた場所以外での喫煙は禁止です。違反者はデフォルト扱いとします。

■その他 ※当日はレイティング検証を行います。予選から準々決勝までの平均レイティングがエントリーレイティングを

　１００％スタッツマシンで３ポイント以上、８０％スタッツマシンで５ポイント以上を上回ったプレイヤーは、

　デフォルトとさせて頂きます。

※ドレスコードについて、エントリーされた店舗以外のシャツの着用は、入賞した場合の撮影時に混乱を

　 きたしますのでご遠慮ください。

※プレーヤー1人1人 低限のマナーを守り、楽しくモラルのある大会作りにご協力お願いします。

※DARTSLIVE OPEN 2015 KYOTOに関する決定権は、すべて主催者にあります。

※天災などやむを得ない事情により大会に支障をきたす場合がございます。予めご了承ください。

６、招待選手･イベント

■ダーツライブブース ライブクイーンとのチャレンジマッチやDARTSLIVEOPEN2015KYOTOでしか手に入らない限定テーマの配信。

ライブクイーン宮里有梨江、辻はるか　ライブクイーン候補生4名がイベントを盛り上げる！

■入賞者限定ライブカード DARTSLIVE OPEN入賞者限定オリジナルテーマ付きライブカードプレゼント。

各レベル金、銀、銅メダルカード

■TouchLive 大会当日ランキングでノベルティゲット！

■バーディワークス 当日エントリーでマッチプレー！豪華ノベルティゲット！！

■DJ スペインIBIZA島から帰国し本場のダンスミュージックシーンを会場でも演出！BingiのDJプレー！

■オープニングイベント 大好評につきゴンゾー再びタンバリンダンス！

■招待プレイヤー

契約プロ　Men's 星野 光正 榎股 慎吾 野毛 駿平 谷田 孝夫 山本 信博 杉田 和政 東沢 憲

阿久津 侑也 熊代 尊久 中谷 一輝 石井 庸介 藤原 徹也 宮永 貴弘

契約プロ　Ladies 川上 真奈 横山 公美 松本 伊代 井上 未来 生田 由理亜

招待選手プロ　Men's 小野 恵太 藤井 大輔 松本 康寿

招待選手プロ　Ladies 森田 真結子 吉村 さやか 山口 祐理子 鈴木 未来 		 坂口 優希恵

U-20 契約選手 林 雄太 林 桃加

■メーカー推薦選手

メーカー推薦選手　Men's 尾村 勇作 木津 克 塩田 純平 上甲 篤史 武田 舜太 菅村 毅 鈴木 竜也

鈴木 直也 武田 舜太 中西 信 長谷川 高志 東村 宏介 山本 貴斗 横田 雄也

龍波 光彦

メーカー推薦選手　Ladies 大久保 里美 吉田 望 森 美幸 松本 里奈 林 加奈 近藤 麻由 伊藤 優子

■ブース出展メーカー caramel clutch gram TARGET

Cross Satellite GSD GOOD STANDARD DESIGN TRiNiDAD

COSMODARTS JOKER DRIVER らいおん鍼灸接骨院

DARTS HiVe L-style 前嶋工業

D.M.C MONSTER BARRELS DESIGN

g's OUTLINE

7、運営団体

■主催者 テンフィールズファクトリー株式会社

■協力 一般社団法人ダーツジャパン

株式会社コンサルティング・オブ・デルタ 株式会社フレッチャ

株式会社ハイブクリエーション 株式会社ミニジューク岐阜

株式会社ライブアーツ

■後援 株式会社ダーツライブ

■お問い合せ先 大会事務局  テンフィールズファクトリー株式会社 TEL ０７７４−６６−６９９４

（店舗）

（プレイヤー）

エントリー受付FAX : 0774-66-6995

　 大会HP →　http://www.darts-japan.or.jp/

（店舗）


