DARTSLIVE OPEN 2018 GIFU

【大会要項】

１、開催概要

■DARTSLIVE OPEN

について

DARTSLIVE OPEN は一般社団法人ダーツジャパン公認トーナメントです。
ダブルストーナメント 及び シングルストーナメント[PRIDE]を開催致します。

■岐阜大会について

岐阜大会2018では、東海地区のプロ16名とペアを作ってダブルスに出場出来る。
当日はサイドシュート祭り、抽選会など様々なイベントを予定しておりますので、ご期待ください。
岐阜大会はダーツ会場と飲食会場に分かれての開催となります。アルコールをダーツ会場に持ち込むことは
一切認められておりません。また、タンブラーも持ち込みは出来ませんので、予めご了承ください。
尚、ソフトドリンクは指定の透明プラカップのみ持ち込むことが出来ます。

■開催日時

2018年10月14日（日）
ダブルストーナメント
（カウントアップ大会付）

予選１部 受付 9:00～9:40、試合開始 10:00予定
予選２部 受付 11:00～11:40、試合開始 12:30予定

シングルストーナメント「PRIDE」
予選２部 受付 9:00～9:40、試合開始 12:00予定
※シングルスの受付はダブルスと同時に第一部で行ってください。
※予選ラウンドの1部、2部へ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進行状況によって変更になる場合があります。
■開催場所

■エントリーフィー

セラミックパークMINO
〒507-0801 岐阜県多治見市東町4-2-5
ダブルストーナメント
カウントアップ大会

Tel.0572-28-3200

5,000円/1名・ゲーム代込み
無料 ※ダブルス予選開始時に開催！

シングルストーナメント
「PRIDE」 ※Rt.11以上
3,000円/1名（ゲーム代込み）
※PRIDEシングルスのみでのエントリーは出来ません。
■ゲストプロとチーム
を作って

ゲストプロとダブルスチームを作って大会に参加しよう！
【ゲストプロ（五十音順、敬称略）】
榎本
大嶺
尾関
木下
酒井
須藤
武山
三浦

ゆかり（café&bar ~gaNeza~）
翔（RAUM豊田寿町店）
恭兵（JUNGLE MAMO'S）
智裕（DARTS&BAR SURE）
雄基（ダーツハイブ栄店）
大地（ダーツショップD×3）
郁子（ONE PIECE 黒川）
正貴（ONE PIECE 黒川）

大谷
小川
甲斐
小池
鈴木
竹内
疋田
宮永

真茂（JUNGLE MAMO'S）
譲司（Vivace）
雄一（カラオケ＆ダーツ Bar KAIKAI）
誠（E-DARTS）
康太（café&bar ~gaNeza~）
麻美（Asian style Bar tuktuk）
優徳（BAR Be Lazy）
貴弘（DAVE）

・抽選は招待選手の代表者が行い、結果を発表します。
■イベント

◆サイドシュート祭り
様々な企画をご用意しております
◆カウントアップ大会
エントリーされた全プレーヤーが対象。ダブルスで開催します

◆大抽選会
大会当日 15:30頃を予定しております。
尚、時間はあくまで予定となりますので、試合の進行状況によっては変更となる場合がございますので、予めご了承
ください。
ドリンクチケット（1,000円分）を購入して頂き、その半券に名前をご記入頂き投函箱に入れてください。
メーカー様より協賛頂いた商品を抽選会でご当選された方にプレゼント致します。
■大会参加資格

ソフトダーツマシンが設置してあるすべての店舗からエントリー出来ます。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保護者同伴で、また「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。

■風営許可について

本大会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。
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ください。
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。

２、エントリー枠
■シングルス

PRIDE
定員 48名 Rt.11以上のプレーヤーが対象となります。ただし、ダブルスの編成上お断りする場合がござい
ますので、予めご了承ください。
入賞者には特典があります。

■ダブルス

定員256チーム 512名

レベル
Level MAX
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1
合計

チーム数
32
48
48
48
48
32
256

人数
64
96
96
96
96
64
512

※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。
■カウントアップ大会

レベル別にダブルスによるカウントアップ大会を、ダブルス予選ラウンドロビン開始前に開催！
全チーム対象。レベル別ごとに1位を表彰。

３、ゲーム内容＆ルール
■シングルス
PRIDE

▼ゲームフォーマット（決勝トーナメント）
Open in / Master out
PRIDE
701 - Cri - Cho
2 out of 3 games
※1LEGはコークで先攻を決定します。2LEG以降は前LEG敗者が先攻となります。
3LEGはコークで先攻かゲームを選択します。
▼ゲームフォーマット（決勝戦のみ）
PRIDE
701 - 701 - Cri - Cri - Cho Open in / Master out
3 out of 5 games
※1LEG&5LEGはコークで先攻を決定します。2LEG以降は前LEG敗者が先攻となります。

■ダブルス

▼ゲームフォーマット（予選ラウンドロビン）
Level MAX
701 - 701
Level 5
701 - 701
Level 4-2
501 - 501
Level 1
301 - 301

-

Cri.
Cri.
Cri.
Cri.

Open in / Master out

2 out of 3 games
Open in / Open out

▼ゲームフォーマット（決勝トーナメント）
Level MAX
701 - Cri. - 701
Open in / Master out
Level 5
701 - Cri. - 701
Level 4-2
501 - Cri. - 501
Open in / Open out
Level 1
301 - Cri. - 301
※1LEG&3LEGはコークで先攻を決定します。2LEGは1LEG敗者が先攻となります。

2 out of 3 games

■共通ルール

※予選ラウンドロビン、決勝シングルイリミネーションとなります。
※各ブロックごとに総当りの予選を行い、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。

■勝敗について

01GAMEは、最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、最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。

４、エントリー受付
■プロとダブルス
エントリー期間

2018年 9月 1日（土） 13:00～ 9月 14日（金） 20:00

抽選日

2018年 9月 16日（日） 18:00～ Facebook生放送
※女性プロ or 男性プロの抽選となります。大会当日、抽選によりペアは決定します。

■本エントリー開始

2018年 9月 16日（日）
※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

2018年 10月 ３日（水）
※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。

■エントリー手順

スタッツ取得
（プレイヤー）

エントリー手続き
（店舗）
フィーのお支払い
（店舗）

店舗登録をした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を大会事務局 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、エントリーフィーの請求書を送ります。請求書が届きましたら
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。
※お振込みの際は振込み人名に必ず店舗名を付けてください。

※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。

エントリー受付 FAX送信先 : 058-253-3892

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

※会場内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。
※泥酔状態などで他プレーヤーに迷惑をかけた場合、すべての試合をデフォルトとし退場処分とさせて頂く
場合がございます。尚、その後のエントリーもご遠慮して頂く場合もございます。
※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。
※試合の最中や観戦中に騒ぐ・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、失格とさせていただき
ます。

■禁止事項

※会場内への飲食物の持ち込みは禁止です。
※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

※ドレスコードについて、サンダルおよび裸足でのご参加はご遠慮ください。
※プレーヤー1人1人最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。
※本大会に関する決定権は、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、大会の運営に支障をきたす場合があります。予めご了承下さい。

6、運営団体
■主催者
■協力

株式会社 ミニジューク岐阜
一般社団法人ダーツジャパン
テンフィールズファクトリー株式会社
株式会社FLECHA
株式会社コンサルティング・オブ・デルタ
株式会社ハイブクリエーション

■協賛

サントリー株式会社
株式会社フェリックス
JORKER DRIVER
前嶋工業

■後援

株式会社 ダーツライブ

■お問い合せ先

大会事務局（ミニジューク岐阜）
TEL:058-253-8803

担当：栗田

株式会社オアス
E.L.A
D×3（ディースリー）
株式会社MASS

