一般社団法人 東北ダーツ協会 ｐｒｅｓｅｎｔｓ
開催日
会場
アクセス

２０１８年３月２５日（日）
【 夢メッセ宮城 西館 展示場 】

開場 ・ 受付
〒983-0001

開催要項

９：００～

仙台市宮城野区港町３丁目1-7

その他会場利用者も駐車いたしますので 会場の駐車スペースには限りがございます
乗り合わせでご来場いただくか 各種交通機関をご利用して ご来場のご協力をお願いします
また 会場指定場所以外での喫煙 ゴミのポイ捨て 大声での会話は
他の会場使用者へのご迷惑となりますのでお止め下さい

トリオス
エントリー費用
開催内容

シングルス

受付期間

ＥＶＯＬ

お一人様／記念品 １ドリンク ゲーム代込

５，５００円

早割 ２/２８までに店舗様からＴＤＡに
エントリーＦＡＸ完了にて５００円引

５，０００円

Ｄｉｖｉｓｉｏｎ１ お一人様／ゲーム代込

２，０００円

Ｄｉｖｉｓｉｏｎ２ お一人様／ゲーム代込

１，０００円

※シングルスのみの参加は出来ません
トリオスに参加されている全てのプレイヤーが参加可能です
申請レーティングより振り分けますが プロの方はＤｉｖｉｓｉｏｎ１となります
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ２は 男女混合のシングルトーナメントとなります

２０１８年 ２月１５日（木）～２０１８年３月１０日（土）迄
※期間中であってもエントリーが定員になり次第 終了する場合がございます

参加方法
エントリー店舗にて０１ゲーム クリケットゲーム各５ゲームのスタッツをとり
レーティングフォームに必要事項を記入し 参加費用と一緒に店舗に提出して下さい

スタッツ算出 取
得
（プレイヤー）

※店舗は レーティングが適切であるかの確認を必ず行ってください

エントリー手続き
（店舗）

レーティングフォームを受理した店舗は 参加申込用紙に必要事項を記入し
参加申込用紙を大会事務局にＦＡＸしてください

参加費用お支払
（店舗）

※未成年者のエントリーは誓約書と共にＦＡＸしてください
サイト上でエントリーされたことを確認頂きましたら ホームショップは期日までに
参加者分のエントリー費を所定の口座までお振込みください
期日までにお振込みが確認できない場合は エントリー取消になりますのでご注意ください
※御請求書が発行されませんので算出の上お願い致します

振込先 七十七銀行 栗生支店 (普通）５０１０７７６ 一般社団法人 東北ダーツ協会
主催

一般社団法人 東北ダーツ協会

協力

ＫＭ company 株式会社

後援

株式会社 エイチ・アイ・シー
一般社団法人 東北ダーツ協会 ０２２－３９３－５５６２（18：00～23：30）

お問合せ先

ｆａｃｅｂｏｏｋ：一般社団法人東北ダーツ協会
ＴＤＡ／ＥＶＯＬ 公式サイト：ｔｄａ-ｔｏｈｏｋｕ．Com
※内容は予告なく変更する場合がございます 最新情報は公式サイトｆａｃｅｂｏｏｋ にてご確認ください

ＥＶＯＬ

2018．３．２５ 大会内容

【トリオスゲーム内容】
◇予選ー１ブロック 5～6組によるラウンドロビン（総当たり戦）方式
◇決勝ーシングルイリミネーション方式 ◇表彰ー各デビジョンとも ３位まで表彰 ※３位決定戦有 ●優勝特典あり

Ｄｉｖｉｓｉｏｎ

チーム数

人数

チームＲｔ上限

個人Ｒｔ上限

ゲーム内容

1

25

75

50

無し

701（ＭＯ）－Cricket－CHOICE

2

25

75

44

無し

701－Cricket-701

3

40

120

38

無し

501－Cricket-501

4

40

120

32

13

501－Cricket-501

5

50

150

26

11

501－Cricket-501

合計

180

540

※チーム数は参考程度になっております エントリー状況によりチーム数を変更いたします
※未成年のエントリーには誓約書のご記入 提出が必須となります
※Division２～５は（オープンイン／オープンアウト）

【シングルスゲーム内容】
◇予選ーメンズ ・ レディース ・男女混合／シングルイリミネーション方式
◇決勝ーシングルイリミネーション方式 ◇表彰ー各デビジョンとも ３位まで表彰 ※３位決定戦有
メンズ ・ベスト８まで 701-701-CHOICE
シングル ・ベスト８～ 701-Cricket-CHOICE

(OI/MO)
Ｒｔ14以上

Division1

午前の部

レディース ・ベスト４まで 501-501-CHOICE

シングル ・ベスト４～
Division2 男女混合

701-Cricket-CHOICE

・ベスト４まで 501-501-CHOICE
・ベスト４～ 501-Cricket-501

※トリオスに参加される全ての方が参加できるシングルス戦です
Division１に限り３位まで入賞の方に表彰のほか特典がございます

(OI/MO)
(OI/OO)

Ｒｔ13以下

EVOL 大会ルール
トーナメント方式
・シングルスはシングルイリミネーションとなります
・トリオスは予選がラウンドロビンとなり 上位２組が決勝トーナメント進出となります
※予選の組数により 上位３組まで決勝トーナメント進出となる場合がございます
・決勝トーナメントはシングルイリミネーションとなります

ラウンドロビン
①勝利試合数 ＞ ②得失LEG数 ＞ ③直接対決の結果 左記の順にて順位を決定します
※３チーム以上が同率となった場合は該当チームによるカウントアップゲームの得点で順位を決定します

規定ラウンド数
・501 701 Cricket⇒15ラウンド

先攻／後攻
・先攻／後攻は１LEG目をじゃんけんコークで決定します じゃんけんで勝利した方から先に投げ 真ん中に近い方が
先攻となります 2LEG目は１LEG目の敗者が先行となります ３LEG目は再びじゃんけんコークで決定します

勝敗ルール
・01-Cricket-01のベストオブ３LEGとなり ２本先取で勝利となります
※規定ラウンド内にゲームが終了しなかった場合
・01ゲーム 点数に関係なくじゃんけんコーク勝負
・Criket

点数が高い方の勝ち 同点の場合はじゃんけんコーク勝負

スタッツ記入
・ホームショップ様 プレイヤー様を信用してますので記入はありません 真摯にお願いします

試合開始／選手呼び出し
・受付時間終了までに受付が完了していないチームは失格とさせていただきます 遅刻等はご注意ください
・試合を円滑に進行するために 運営スタッフが予選ラウンドロビンの呼び出しを行いますが 最終コールから５分以内に
試合が開始されない場合は その試合を不戦敗とします
※最終コールは３回目となります
※不戦敗を２回行ったチームは失格となります

試合中のマナー 応援について
大会注意事項に記載されている内容に違反した場合 大会主催者の判断で注意 警告 厳しい場合には
参加店舗様ごとの失格となりますので ご注意願います

EVOL注意事項 ・ 大会規約
大会参加資格
・満２０歳未満の場合 保護者同伴での来場を必須とします ※エントリー締切まで 誓約書の提出を行ってください
・主催者が認める受付店舗からの受付のみとさせて頂きます ※主催者は本大会参加受付に関する一切の権利を有します

入場制限
本大会は 風営業許可を取得しています 風営法施工条例により下記の入場制限があります
１６歳未満１８時以降入場禁止 ※保護者同伴であれば２０時まで
※２０時以降は保護者同伴であっても小さなお子様・小・中学生の入場は出来ませんので ご理解の程お願いします
１８歳未満２２時以降入場禁止
尚 会場内における未成年者への酒類の販売は一切行いません
未成年者による飲酒 ・ 喫煙が発覚した場合 通報の上 失格とさせていただきます
その際 担当保護者及び飲酒 ・ 喫煙をすすめたプレイヤーも併せて失格となります
ご理解 ご協力の程 お願い致します

エントリーキャンセル 変更について
参加費のお支払いは参加申込時となります キャンセル等いかなる理由がございましても参加費の御返却は出来ません
あらかじめご了承ください
プレイヤー変更 キャンセルについては 大会１週間前までとし それ以降の変更 キャンセルについては
大会準備に支障をきたしますのでお断りしております

その他注意事項 マナー
・本大会主催者は主観的な判断及び自主的な判断のもと 進行の妨げ あるいはその可能性のあるプレイヤーまたは
チームを 本大会から排除する権利を有します その際参加費やその他費用については お返しすることは出来ません
・本大会主催者は 会場内で写真 ビデオ等を撮影し またそれらメディアを個々の来場者への受諾 了承などの確認や
金銭的な保証をなしに広告宣伝等の商用目的に使用する権限を有します
・ダーツをプレイするに相応しい服装でのご入場 ご来場に心がけてください
大会事務局側が不適切と判断した場合はご遠慮いただく場合がございます
※本大会はダーツの社会的地位の確立 ・ 向上を目指すと共に プロの育成をはかり 社会貢献を目指す協会の
大会となります それ故 刺青 タトゥーの露出は極力お控えください
・喫煙は指定の喫煙スペースでお願いします 電子タバコ 加圧式タバコ等も同様です
・会場外からの飲食物の持ち込みは禁止とします 会場内には飲食ブースを設けておりますので そちらをご利用ください
・会場内で出たゴミについては指定箇所での分別をお願いします
・試合開始時の練習は１人１スローでお願いします 試合を行っている隣の空き台での練習は禁止です
・試合中のマシントラブルはお近くのスタッフまでお声掛け頂きますようお願い致します
・携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定の上ご参加ください 尚フラッシュ撮影は試合の妨げになりますので禁止です
・応援は節度を持って行ってください 野次 罵声 暴言等は禁止 台を叩く等の妨げになる行為も禁止です
・貴重品の管理は各自でお願い致します 万一盗難などの事故が発生しても大会側では一切責任を負いません
・会場備品や壁 窓等を故意に破損行為を行った場合 退場等厳重処分と共に修理代金等を請求させて頂きます
・その他 参加者に迷惑をかけたり 大会進行の妨げになる行為があった場合は退場していただく場合があります
・受付をはじめ 大会当日は当日責任者を介するご協力をお願いします 選手個人との対応は控えさせていただきます

円滑な大会進行の為 注意事項を良くお読みの上 ご理解ご協力の程 宜しくお願い致します

