
無 我 × JET　in YOKOHAMA

●主　　催 TDPトーナメント委員会 （株式会社 T.E.D.・株式会社 ＤＡＣＯＳ） 株式会社ジャストドゥイット

●協　　賛 サントリー株式会社　

●協　　力 株式会社エイチ・アイ・シー 株式会社グローバルデザイン

●開催日時 9月8日（土） 9:00 受付開始　10:00 START 同時開催：　PERFECT第10戦　横浜

9月9日（日） 9:00 受付開始　10:00 START 同時開催：　UNITED CUP 2012 in YOKOHAMA

●会　　場 パシフィコ横浜　（展示ホールD） 横浜市西区みなとみらい1-1-1　　　TEL 045-221-2166（交通案内） 

　　　注意：大会とは関係が御座いません

●参加資格 ・原則として、満20歳以上（公的身分証明書の提示を要求する場合もございます、ご持参下さい。）

　満20歳未満の場合、保護者同伴及び未成年マークの掲示を必須とします。（ただし18時以降は退場して頂きます。）

　申込時の事前申請が必須となります。　当日申請は出来ません。

・未成年者への酒類の販売は一切行ないません。飲酒・喫煙が発覚した場合、通報のうえ失格とさせて頂きます。

　（担当保護者及び飲酒・喫煙を勧めたプレイヤーも併せて失格となります。）

・主催が認める受付店舗からの受付けのみとさせて頂きます。（受付け店舗サインが必要です。）

・トーナメント当日、トーナメントの運営・進行に支障をきたす恐れがある場合、 運営者の自主的な判断のもと、

　プレイヤー及び、サポーター・見学者の入場を一部、制限させていただきます。

・フリー店舗・投げ放題店舗からのエントリーは出来ませんのでご了承下さい。

●参加方法 ①エントリー店舗にて責任者相談の下、 新の01・CRICKET 各10-GAMEのスタッツデーターを参考にレーティングを決定して下さい

　プレイヤー様 　　　　　（店舗責任者の方は、選手スタッツデーターをご確認の上で出場選手の申請レーティングを公正にご判断下さい）

・各店責任者様は適当でないと思われるレーティングの場合、サインをしないようお願い致します。

申告レーティングが明らかに不適切と判断した場合、失格とさせていただきます。

②参加選手の方は「エントリーシート」に必要事項をもれなく記入し、エントリーフィーを添えて店舗へお申込下さい。

③エントリー受付店舗様は記載内容確認後、「エントリーシート」をFAXしてください。

　　　　また店舗登録を頂いていないお店様からの申込みはできません。「店舗登録用紙」を記入しFAX下さい

●エントリー受付

・申込順に受付いたします。締め切り期限前でも規定出場枠が埋まり次第受付を終了します。

・受付期間外に送られたFAXは無効となりますのでご注意ください。（FAXの送受信にご注意下さい）

　又、通信不良、送受信不具合についても無効となります。 ・エントリー 終決定権は、運営本部にあるものとします。

・受付を円滑に行うため、エントリー店舗様は全員分の参加費をまとめてお振込み下さい。

・振込み手数料はエントリー店舗様ご負担にてお願いします。

※当日の現金での受付は行いません。必ず期限内にご入金をよろしくお願いします。

・エントリーフィーの請求書は発行いたしません。エントリーリストにUPされたPLAYERのフィーは

 　各店舗様が確認してエントリーフィー入金締切日までにお振込み下さい。

　また、入金締切日までに御入金がない場合、キャンセルとなりますので御注意下さい。

●フィー振込先

・振込期限までにお支払いの確認ができない場合、エントリー確定となりませんのでご注意下さい。

・振込名義は店舗名にてお振込み下さい。　個人名義でのお振込はご遠慮願います。

●お問合せ 本トーナメントに関するお問合せ、エントリーは申込み店舗経由にてお問合せ下さい。

※プレイヤー様からの直接のご質問等は、お受け出来ませんのでご了承下さい。

PHOENIX 　 TOURNAMENT

無 我 × JET in YOKOHAMA　 開催要項
PHOENIX TOURNAMENT

エントリー　受付開始 7月1日（日）　PM 12：00 ～ 受付開始

エントリー　締切 8月31日（金）　PM 23：00 まで

エントリーお問合せ先　：　株式会社 ＤＡＣＯＳ

FAX　04 - 7110 - 0693
TEL　04 - 7110 - 0601

9月5日（水）　 15：00　迄エントリーフィ　入金締切

注：締切以降のキャンセル・変更は一切受付致しません。

　TDPトーナメント トーナメント委員会三菱東京 UFJ銀行　　五香支店　（普）０８４３５０２



無 我 × JET　in YOKOHAMA

●ゲーム内容 ◎ダブルストーナメント 【エントリーフィ】　￥6,000－  /1名　ゲーム代フリー（チーム￥12,000-）
　/エントリーフィ ・エントリー状況により規定組数が変更となる場合がありますご了承ください。

1LEG 2LEG 3LEG

DIVISION - MAX 701/MO Cricket 701/MO

DIVISION - 1 701 Cricket 701

DIVISION - 2 501 Cricket 501

DIVISION - 3 501 Cricket 501

DIVISION - 4 301 Cricket 301

DIVISION - 5 301 Cricket 301

◎シングルストーナメント 【エントリーフィ】　￥2,000－  /1名　

・ダブルスご参加の方のみ参加資格が与えられます。　シングルスのみの参加は出来ません。
・申し込みRt上位より規定数へ割り振りをさせて頂きます。定員に達した場合、同Ｒｔはエントリー先着優先とさせていただきます。　

1LEG 2LEG 3LEG IN OUT

701 Cricket チョイス オープン マスター

501 Cricket チョイス オープン オープン

501 Cricket チョイス オープン オープン

301 Cricket チョイス オープン オープン

●ゲーム内容 ◎ダブルストーナメント 【エントリーフィ】　￥6,000－  /1名　ゲーム代フリー（チーム￥12,000-）
　/エントリーフィ ・エントリー状況により規定組数が変更となる場合がありますご了承ください。

1LEG 2LEG 3LEG

DIVISION - MAX 701/MO Cricket 701/MO

DIVISION - 1 701 Cricket 701

DIVISION - 2 501 Cricket 501

DIVISION - 3 501 Cricket 501

DIVISION - 4 501 Cricket 501

DIVISION - 5 501 Cricket 501

DIVISION - 6 301 Cricket 301

DIVISION - 7 301 Cricket 301

◎シングルストーナメント 【エントリーフィ】　￥2,000－  /1名　

・ダブルスご参加の方のみ参加資格が与えられます。　シングルスのみの参加は出来ません。
・申し込みRt上位より規定数へ割り振りをさせて頂きます。定員に達した場合、同Ｒｔはエントリー先着優先とさせていただきます。　

1LEG 2LEG 3LEG IN OUT

701 Cricket チョイス オープン マスター

501 Cricket チョイス オープン オープン

501 Cricket チョイス オープン オープン

301 Cricket チョイス オープン オープン

●両日共通事項

　/ラウンド設定 ・両日参加による割引は御座いません。ご了承下さい。

・エントリーチームの合計レーティング上位から各ディビジョンへ規定組数に振分けを行います。

・受付時間内に受付を済ませなかったチームは、失格となり出場出来ない場合が御座います。ご注意下さい。

・当日キャンセル及び失格の場合、いかなる理由があってもエントリーフィーの返金は出来ません。

・必ず申込み店舗責任者様とご相談の上、公正なRTにて参加して下さい。

PHOENIX 　 TOURNAMENT

上位よりクラス分け致します。

ラウンド設定

250組　/　500人

650組　/　1300人

8日/9日

女子　B 32名

予定枠

女子　A 32名

予定枠

ゲーム　/　ラウンド

ゲーム内容

Cricket　/　１５R

DIVISION
ゲーム内容

７０１　/　１５R

予選・決勝T共通

チーム合計レーティング

上位よりクラス分け致します。

DIVISION

予選・決勝T共通

予選・決勝T共通

３０１　/　１０R

予選・決勝T共通

予選・決勝T共通

女子　B

クラス

予選・決勝T共通

男子　A
701 / 15R
501 / 15R
301 / 10R
Cri / 15R

64名

男子　B 64名

５０１　/　１５R

8日/開催のPERFECT横浜への

同時エントリーは出来ません

8日（土）

ゲーム内容
予定枠

予選・決勝T共通

チーム合計レーティング

9日/開催のUNITED CUPへの

同時エントリーは出来ません

予選・決勝T共通

予選・決勝T共通

予選・決勝T共通

32名

クラス
ゲーム内容

ラウンド設定 予定枠

女子　A 32名

9日（日）

予選・決勝T共通

予選・決勝T共通

予選・決勝T共通

・エントリーフィーにはお席の料金は含まれておりません。　別途　予約席申込をご利用下さい。

予選・決勝T共通

男子A　女子A　は　JET関東エリアGP（G1）　該当試合となります。

男子　A 701 / 15R
501 / 15R
301 / 10R
Cri / 15R

64名

男子　B 64名



無 我 × JET　in YOKOHAMA

■予選ラウンドロビン

予選ブロック上位２チームが決勝トーナメントへ進出致します。

★予選順位は以下の方式により確定いたします。（２レッグ先取がセット勝利）

（１）セット勝利数　　（２）勝ちレッグ数　　（３）負けレッグ数　　（４）該当チームの直接対戦

※該当チームが３チーム以上で（３）まで同点の場合、直接対決での勝利数が多いチームが上位となります。

　ただし、該当チーム内で１組でも直接対決のないチームがあった場合、勝利数にかかわらず（５）となります。

（５）３チーム以上が全て同点の場合、該当チーム（ダブルスで）同士でカウントアップ勝負

※エントリー状況によりブロックチーム数は変更になる場合がございます。

※チーム数が異なるブロックでも決勝トーナメント進出への条件に対するハンディキャップは設けません。

■決勝トーナメント

シングルトーナメント方式で行われます。（２レッグ先取が勝利）

各フライト予選のゲーム内容と同じフォーマットでの試合となります。

決勝トーナメントの組み合わせは、各ブロックの順位にて決定されます。

■試合開始及び、選手呼び出しについて
ラウンドロビンスタート時に、受付が完了していないチームは失格となります。ご注意下さい。

※ 初のゲームだけではなく、全ての試合を失格と致します。

そろわない場合は、そのゲームを不戦敗（ゲームカウント0-2）とします。

◎ゼロワンゲーム（全試合共通）
・先攻/後攻の決定
　1レッグ・3レッグの先攻は、じゃんけん→コークで決めます。2レッグ(Cricket)は、1レッグの敗者チームが先行。
　※両者がコークした後、必ず両チームの代表者がビット数を確認して下さい。
　同ビットだった場合は、先攻/後攻を入れ替えで再スロー。1スロー目のダーツは刺したままで行います。
・勝敗の決定　　設定ラウンド内に勝敗が決定しなかった場合は以下の方式で勝敗を確定致します。
　設定ラウンド終了後、残り点数の低いほうのチームが勝者となります。
　ラウンド終了時に同点だった場合は、該当試合に出場した選手1名同士によるじゃんけん→コークにて決定する。 
　◎クリケットゲーム（全試合共通）
・勝敗の決定　　設定ラウンド内に勝敗が決定しなかった場合は以下の方式で勝敗を確定致します。
　①ラウンド終了時に点数の高いチームが勝者
 ②ラウンド終了時に同点だった場合は、該当試合に出場した選手1名同士によるじゃんけん→コーク　にて決定する

　（マーク数は、勝敗に関係しません）
■その他のルール
・ゲーム中におけるプレイヤーのスロー順の変更は出来ません。（Legごとのスロー順の変更は可能です。）
スロー順を間違えた場合、対戦相手からの指摘によって、プレイヤーを戻して該当のラウンドを正規の
プレイヤーで投げなおしを行う。
ただし、指摘が無い場合やプレイヤーチェンジ後、対戦相手がスローを行った場合は、その時点で
そのラウンドは有効となります。
・プレイヤーチェンジボタンを押した後、マシンでプレイヤーチェンジが完了する前にスローしてカウント
しなかったダーツは無効となります。
・対戦相手がプレイヤーチェンジボタンを押し忘れ、次のプレイヤーがスローを行った場合、刺さって
いるダーツは有効とします。その場合は、プレイヤーチェンジボタンを押した後、カウントします。
※但し、ダーツがボードに刺さらなかった場合は、無効とします。

PHOENIX 　 TOURNAMENT

優勢の場合等に関わらず　該当Legを再試合とします。

＊必ず選手へお伝え下さい。

決勝トーナメントは、ＩＤで呼び出しを行ないます。呼び出された選手は、速やかにコントロールまでお越し下さい。

原則として、呼び出しは3回までとし、3回目の呼び出しから5分以内にゲームボードへチームが

不戦敗を2回行ったチームは自動的にそれ以降のすべてのゲームを不戦敗とします。

大会規約　/　ゲームルール ●ゲームルール

（不戦敗以前に行っていたゲームカウントは有効とします。）

試合中のマシン故障、フリーズ等　試合続行不可能な場合　運営事務局判断の元

◆　マナー　◆

・ダーツの試合を行なうに相応な服装でのご来場・ご入場をお願い致します。
・携帯電話は電源をOFFにするか、マナーモードに設定し、試合の妨げにならない様にして下さい。
・試合中のプレイヤー以外は、試合区域（テーブルよりマシン側）へ入らないで下さい。
・節度をもった応援を心がけて下さい。誹謗・中傷、ヤジ・罵声等は止めて下さい。
・パートナー以外の人は、ゲーム中のプレイヤーにアドバイスをしないで下さい。
・試合中、空きマシンでの練習はしないで下さい。

◆　注意事項　◆

・外部からの飲食物の持込は一切禁止となります。（発見次第、回収させて頂きます。）
・未登録代替プレーヤーは出場できません。
・同日開催の別大会（PERFECT、UNITED CUPなど）との同時エントリーはできません。
・喫煙指定場所以外での喫煙は禁止致します。
・当日は、会場内で酒類の販売を行ないます。ご来場の際はできる限り公共の交通機関をご利用下さい。
・自動車、原動機付自転車等でご来場の方への、酒類の販売は一切行ないません。
・試合及び大会進行の妨げになる行為の一切を禁止致します。
・ストロボを使用した写真撮影や参加プレイヤーと関係の無い写真撮影は禁止致します。
※本トーナメント主催者は主観的な判断および自主的な判断のもと、進行の妨げ、あるいはその可能性
　があるプレーヤーまたはチームを本トーナメントから排除する権利を有します。
※本トーナメント主催者は、会場内で写真やビデオ等を撮影し、またそれらメディアを個々の来場者への
　受託・了承 などの確認や金銭的な保証をなしに広告宣伝など商用目的に使用する権利を有します。
・本大会を成功させるべく、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

◆　失格　◆

・申告レーティングに対して明らかな差異が生じた場合、失格とさせて頂きます。
・予選ブロック全ゲームの平均が申告レーティングに対して６ポイント以上高く出た場合、その該当
プレイヤー及びそのチームを失格とすることができるものとします。 （決勝トーナメント中については、
該当試合までの全ゲームと、予選ブロック全ゲームを合算して審査します。）
・審査の結果、失格となった場合、プレイヤー及び店舗関係者からの異議申し立ては一切お受け
致しません。予めご了承の上、トーナメントにご参加下さい。
・審査は、申告制とします。
・予選中は、該当試合（ブロック）対戦チームからの申告があった時のみ審査を行ないます。
（申告締切りは、該当予選BL終了10分後までとします。）
・決勝トーナメント中は、該当試合ロスターカード提出時のみ申告可能です。
（次試合が始まってからの申告は無効となります。）
・申告レーティングと当日の試合レーティングで審査させて頂きます。
※但し、明らかな虚偽申告の場合については、別途、審査致します。
・円滑な大会進行の為、レーティング審査にご理解とご協力をお願い致します。
その他、主催者が、故意または過失による違反行為や大会の進行を妨げる行為など、失格に
値すると判断した場合、その該当プレイヤー及びチームを失格とすることができるものとします。


