大 会 参 加 概 要
開催名称

Orion CUP OSDA DARTS TOURNAMENT

開催場所

ホテルロイヤルオリオン
〒902-0067 沖縄県那覇市安里１−２−２１
098-866-5533

開催日時

２０１５年 ３月 １５日 (日)
受付＞１０:００ 開会式＞１０:３０ 試合開始＞1１:００

主 催

沖縄県ソフトダーツ協会

企 画

有限会社アムレック

運 営

大会運営実行委員会

参加人数

合計人数＞名２４０
ダブルス戦 ＞１２０組＞２４０名
店舗対抗戦 ＞６０チーム＞２４０名
ガロン４名-Div.Ａ＞１６チーム＞６４名
ガロン４名-Div.Ｂ＞２８チーム＞１１２名
ガロン４名-Div.Ｃ＞１６チーム＞６４名

入 賞

入賞記念楯
ダブルス各ディビジョン1位～３位入賞記念楯
店舗対抗戦各ディビジョン優勝トロフィー

イベント
チャリティー

招待選手 PERFECT PRO
浅田斉吾 ・ 岡田亜希子
参加費の一部金を日本赤十字社沖縄県支部へ
寄付致します

特別協 賛
オリオンビール株式会社

協 賛
ホテルロイヤルオリオン ・ 酒豪伝説 ・ 琉球ガラス

後 援
沖縄県社交飲食業生活衛生同業組合 ・ 株式会社 エイチ・アイ・シー

施設使用料分担金
ダブルス戦 ・ 店舗対抗戦 ＞ 1人様 ６，０００円 （フリーゲーム）

受付期間
・本状到着 ～ 出場枠がうまり次第受付終了 （ 最終受付 ２０１５年 ３月 １０日 火曜日 ２４：００迄 ）
・２月１０日（火）～３月１０日（火）出場枠がうまり次第受付終了 ※参加受付アムレックロケーションに限る

大 会 参 加 手 順
参加申込みの流れ
①エントリーシートに記入をし、ペアにてホームショップへ参加申込みをする。
・大会に参加するペアを決める。
・アムレックロケーションで、レーティング＆フライト取得する。
・０１・CRIゲームを各５ゲーム行いレーティング＆フライト取得用紙に記入する。
・申請レーティングは01・クリケットゲームのレーティングの平均値です。
・フェニックスカードを基に、最新の５ゲームのレーティングをエントリーショップのスタッフと打ち合わせ
より客観的・公正なレーティングを決定してく下さい。
・ショップ責任者様は適当ではないと思われるレーティングの方にはサインをしないで下さい。
・記入漏れのある申込書は受付できません。
・今大会予選ラウンドはサンドバッキングシステムを採用いたします。
・予選ラウンドの平均レーティングが申込時の申告レーティングを４，９９以上、上回った場合は無条件で失格となります。
②大会参加費をホームショップへ支払う。
・エントリー完了後の返金は出来ませんのでご了承下さい。（キャンセル料は全額です。）
③店舗様はエントリーシートを受付期間内に主催者にFAXする。

FAXする際にエントリーシートのエントリーショップ記入欄を記入しているかご確認して下さい。
④店舗様は受付期間終了後、特設サイトでエントリーの確認してください。

http://www.amurec.jp/

・参加申込書をFAX送信後、申込状況のページで受付が出来ているか確認をしてください。
万が一、間違いが御座いましたらトーナメント実行委員会へご連絡下さい。 （大会運営店舗実行委員会＞e-mail：

お振込み先
・口座銀行：海邦銀行辻町支店 店番号：０２１ 口座番号：０５２６６５５ 口座名：トーナメントキカクパーフェクト
・必ずショップ名で受付期間内にお振込み下さい。
・振込手数料はショップ様のご負担となります。
・ご入金確認後の返金は致しませんのでご注意下さい。
・個人での振込は受付出来ません。
・振込後、振込リスト用紙に記入して、大会運営店舗実行委員会へFAX送信してください。
※FAX送信先：098-866-7049

大 会 参 加 要 項
店舗対抗戦
・店舗対抗戦受付＞１０時～ ・ 試合開始＞１１時～
・ガロン４名チーム戦はシングルイルミネーション行います。
ディビジョン

ガロン-Div.Ａ
ガロン-Div.Ｂ
ガロン-Div.Ｃ

予定出場枠

チームRt上限

個人Rt上限

１６チーム＞６４名 チーム６０，００以下
Ｒｔ上位から

２８チーム＞１１２名 ディビジョンＡ～C
１６チーム＞６４名 振り分けられます

ＯＰＥＮ

ガロン戦

決勝戦

①７０１②７０１③７０１

１１０１

①５０１②５０１③５０１

９０１

①３０１②３０１③３０１

７０１

ダブルス戦
・ダブルス戦受付＞１０時 ・ 試合開始予定＞１４時～
・エントリーフライトは下記のように決定されます。（フェニックスレーティングを基準）
・ダブルス予選はラウンドロビン戦にて行い、決勝トーナメントはシングルイルミネーションにて行います。
ディビジョン

予定出場枠

A

１８チーム３６名

Div.B

３０チーム６０名

Div.C

３０チーム６０名

Div.D

２４チーム４８名

Div.E

１８チーム３６名

チームRt上限
チーム３７，９９以下
レーティング上位
から
ディビジョンＢ～Ｅ
振り分けられます

個人Rt上限

OPEN

ゲーム内容（予選ラウンド）

ゲーム内容（決勝ラウンド）

５０１(MO)ー５０１(MO)ーCHO

５０１（MO）ーCRIー５０１（MO）

５０１ー５０１ーCHO

５０１ーCRIー５０１

５０１ー５０１ーCHO

５０１ーCRIー５０１

５０１ー５０１ーCHO

５０１ーCRIー５０１

３０１ー３０１ーCHO

３０１ーCRIー３０１

試合進行
・ダブルスは予選ラウンドロビン戦・決勝シングル・イルミネーショントーナメントにて行います。
・受付時に配布されるエントリーカードに、最初に行われる試合のマシンナンバーおよびチームナンバーが記載されています。
・全てのプレイヤーはラウンドロビン開始前にマシン前に集合し、試合順序の確認・対戦チームの確認を行ってください。
・トーナメント方式はエントリー状況により変更する場合がありますので予めご了承下さい。
・試合前練習スローは1スロー（３本）までです。スムーズな試合進行にご協力下さい。
・2OUT OF 3GAMES（先にゲームを２勝したチームが勝ちあがりになります）
・決勝トーナメントは2レッグ終了時点で1勝１敗の場合にはジャンケン＆コークで3レッグの先攻を決めます。
・コークはビット数がより中心に近い方の勝ちとします。
・コールはダブルス・決勝トーナメント及びシングルス戦のみ。
（再三のコールにも応じない場合は失格になりますので各自でご注意下さい。）
・セット中のファースト・セカンドの交代はできません。（例 セット中に ０１でＡ君がファースト、ＳＣでＢ君がファーストは出来ない）
・大会中、使用していないダーツマシンを使っての練習はお断りいたします。

試合進行
・ダーツは感知優先です。明らかな誤反応等は矢を抜かず、最寄のスタッフまでお問い合わせ下さい。
・マシントラブル全般は、最寄のスタッフまでお問い合わせ下さい。
・停電やフリーズにより再起動必要時はそのレグを再試合して下さい。
・大会に関する全ての事（ゲーム内容・大会進行等）に関しまして、余儀なく内容の変更をする場合がありますので予め
ご了承ください。

ゲーム＞０１／CRI
・501は15ラウンドで終了とします。
・01ゲームで規定ラウンド中にフィニッシュできなかった場合は、コークで勝敗を決定します。
・CRI（スタンダードクリケット）は15ラウンドで終了とします。
・CRIゲームで規定ラウンド中（15ラウンド）にフィニッシュできなかった場合は、
終了時点で得点の高いチームが勝ちとなり、同点の場合はマーク数に関わらずコークで勝敗を決定します。

ゲーム進行
・ラウンドロビン中はマイクでのコールは致しません。
・ラウンドロビン中は試合進行表（ラウンドロビン表）に基づいて行ってください。
・ラウンドロビンの順位決定は以下の優先順位で行います。
（1） 勝敗数 ／ （2） レッグ数 ／ (3) 同率の場合、同ロビン内での直接対決での結果、

※直接対決がない場合は該当者同士によるプレーオフ（01ゲームでの1レッグ勝負）各種ご不明な点は大会スタッフまでお問い合わせ下さい。

会場入場制限
・会場では，酒類の販売を行うため，入場者の年齢を原則 満20歳以上と致します。
・参加者以外の入場は禁止しております、ご了承ください。（参加者以外の入場は主催者の許可をお取りください。）

ご参加頂く際の注意とルールのご確認
参加資格
①主催者が認めないプレイヤーの参加はお断りさせていただきます。
②満２０歳以上のプレイヤーは本大会参加資格を有します。（公的身分証明書の提示をお願いする場合がございます。）
・但し、未成年者がエントリーする場合は保護者が運営事務局へ連絡し、申請を行えばご参加頂けます。
・大会当日、未成年者は保護者同伴と未成年者マークの着用が必要となります。
③会場では，酒類の販売を行うため，入場者の年齢を原則 満20歳以上と致します。
④ホームショップ（エントリーショップ）の承認を得られない方は参加できません。
⑤不適格と判断する店舗とその関係者団体及び選手の参加を忌避する場合があります。
⑥大会運営事務局は本大会参加受付に関する一切の制限を有するものとする。

非参加者の制限
①非参加者と言えど本大会参加概要・要項に従うこと。会場内の権限はすべて主催者にあります。
②飲食物の持ち込み、営業、広告活動の禁止。即、退場していただきます。
③会場内は原則的にご入場頂けません。公的身分証明書を提示してお願いする場合がございます。
④携帯電話・スマートフォン・デジタルカメラ等での撮影、記録、試合中継の禁止。（没収、データ破棄を致します。）
⑤主催者判断の下、騒ぎ過ぎる人（大人・子供）はご退場いただきます。

失格対象
①飲食物の持ち込みは禁止です。持ち込みは失格対象になりますのでご注意ください。
②会場内外のコンセントの使用は禁止です。発覚時は失格。
③極度に泥酔等、大会及び会場施設の運営に著しい支障をきたすと主催者が判断したプレイヤーについては、失格の上
会場からも退去していただきます。節度を持った飲酒を心掛けて下さい。
④買取店舗および投げ放題店舗に該当するロゴ入りユニフォームでの出場も固くお断りさせて頂きます。
※発覚時は即着替えて頂きます。
⑤全予選ラウンドロビン終了後、集計されたレーティングから個人レーティング平均を算出します。
※そこで算出されたレーティングが申込時の申告レーティングを４，９９以上、上回った場合は失格となります。

マナー・ドレスコード
①サンダル・ヒール履き、タンクトップ・キャミソールなどの極度の軽装での参加はお断り致します。
②刺青・タトゥーが見える服装は固く禁止します。
③携帯電話・スマートフォンなどはマナーモードやサイレントモードなど、音の出ない状態にして下さい。
④ビデオカメラ・デシタルカメラなど一切の撮影の禁止、フラッシュを使用しての撮影禁止。
⑤席はショップごとの利用にご協力ください。

禁止事項
①本大会の会場内は禁煙になっております。※喫煙は定められた場所のみで可能です。
・アナウンスは会場内のみに放送されます。
・試合進行中は各自で試合順を把握しておいてください。
・相手の待たせすぎは又はコール３回で失格対象です。
②飲酒運転は法律で固く禁止されています。
・お車でお越しのプレイヤーならびに運転手の方へは酒類の販売は致しません。ご理解、ご協力の程お願いいたします。

ご参加の際の注意点
①駐車場は隣接しておりますが、共用駐車場の為、当日はお乗り合わせの上ご来場下さい。
②要項概要は、事前の告知無しに追記・変更をする場合があります。
③大会当日に満２０歳以上であること。公的身分証明書の提示を要求する場合もございます。
④受付後、パートナー変更する場合、主催者の承認が必要ですので必ず主催者へご連絡をお願いします。
⑤申込期限外に送られたＦＡＸは無効となります。
⑥その他大会運営に支障をきたすような行動は慎んでください。
⑦プレイヤーは、本大会のエントリーをもって主催者権利を同意したものとみなします。
⑧FAX送受信トラブルによるエントリー漏れは対応できません。FAX送信後の確認をおすすめします。
⑨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等を個々の来場者への受諾
了承等の確認や保障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。
⑩節度をもった応援を心がけて下さい。誹謗・中傷や、ヤジ・罵声等はやめて下さい。
⑪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。
⑫ダーツの試合を行うに相応しい服装での来場・ご入場をお願いします。
⑬未登録代替プレイヤーは出場できません。
⑭不正参加が発覚した場合、エントリーを受付けたロケーションは罰則として１年間の参加をお断りいたします。
⑮アムレックロケーション以外・主催者が認めない店舗のロゴ入りユニフォームでの出場はお断りさせていただきます。

参加者以外の入場は禁止しております、ご了承ください。（参加者以外の入場は主催者の許可をお取りください。）
本大会は、不適格と判断する店舗とその関係者及び選手の参加を忌避する場合があります。
本大会のすべての権限は主催者にあります。

ＯＳＤＡ

