MASTERS
開催日時

CAP

IN 琉球王国市場

２０１９

２０１９年２月１６日（土）店舗対抗戦
２０１９年２月１７日（日）ダブルス・シングルス
受付開始（開場）

AM０９：００

開会式

AM０９：３０

GAME ON

AM１０：００

※受付時間および試合開始時間は、当日の状況によって変更になる場合があります。

開催場所

琉球王国市場

地下１F

沖縄県那覇市牧氏２‐２‐３０

施設利用料分担金

▼施設利用料分担金
ダブルス

￥6,000／１名

シングルス

￥2,000

店舗対抗戦

￥12000／１チーム

※ダブルス＝先着１２５組（２５０名）、
シングルス＝先着３２名、
店舗対抗戦＝先着４０チーム
となりますので、お早めにエントリーをお願いします。
※ダブルスの参加者のみシングルスのエントリーを受付けます。
※シングルス＝先着３２名となります。トーナメント方式のシングルイルミネー
ションとなりますのでご了承下さい。

大会参加資格

・未成年者は大会当日、保護者同伴で、また「未成年マーク」を提示することを

必須とします。万一、保護者不在あるいは「未成年マーク」を外した場合は
その時点で失格とさせて頂きます。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。
・主催者が認めるロケーションからエントリーとする。

MASTERS CUP IN 琉球王国市場
２月１６日（土）店舗対抗戦申込書
エントリー期間２０１９年１月２８日（月）～２月８日（金）※先着４０チームまでとなりますのでお早めにお願いします。

▼必ず、すべての項目にご記入下さい。
▼店舗ディーラー名に○をお願いします。

㈱カジ・コーポレーション

Darts BAR spin（伊是名様）

Met’s（沢岻様）

㈱七海コーポレーション（佐藤様）

㈱YAIMA（砂川様）

(合)８エンタープライズ

JAWS（島袋様）

その他

▼申込店舗記入欄
受付店舗名

電話番号

店舗住所

店舗責任者サイン

㊞
※必ず押印して下さい。

チーム名（
No．

）をエントリーします

氏名

フリガナ

未成年

個人 Rt

チェック

AVG
※小数点第一位まで記入

１

．

２

．

３

．

４

．
チーム合計レーディング

．

▲合計レーディングは５４．０が上限となります。
※各選手のレーディングを店舗責任者が適当であると判断し、責任をもって記入して下さい。
（予選ラウンド終了後までに他プレーヤーよりクレームが入り、悪質だと運営が判断した場合は失格とし、次回大会出場禁止とします）
※個人レーティングが２１以上のプレーヤーはレーティングを２１としてチーム合計をカウントする。
※未成年の選手は、必ず「未成年チェック欄」に「○」を記入して下さい。未成年じゃない場合は空白でお願いします。
※エントリー期間内であっても、定員に達した時点でエントリー締め切らせて頂きます。
※ご入金が確認出来次第エントリー完了となります。必ず店舗単位でお振込み下さい。

FAX 送信先
重要！

※振り込み期間２月４日（月）～２月１２日（火）

０９８－８６６－７０４９

エントリー完了の確認を必ず Facebook ページでご確認下さい。→アムレック フェイスブック

で検索お願いします。

MASTERS CUP IN 琉球王国市場
２月１７日（日）ダブルス、シングルス申込書
エントリー期間２０１９年１月２８日（月）～２月８日（金）※先着２５０名までとなりますのでお早めにお願いします。

▼必ず、すべての項目にご記入下さい。
▼店舗ディーラー名に「○」をお願いします。※下記ディーラー以外は事務局側が認めない限り出場できません。

㈱カジ・コーポレーション

Darts BAR spin（伊是名様）

Met’s（沢岻様）

㈱七海コーポレーション（佐藤様）

㈱YAIMA（砂川様）

(合)８エンタープライズ

JAWS（島袋様）

その他

▼申込店舗記入欄
受付店舗名

電話番号

店舗住所

店舗責任者サイン

㊞
※必ず押印して下さい。

No

氏名

フリガナ

シングルス

未成年

Rt

チーム

FAX 送 信

エントリー

チェック

AVG

合計 Rt

済記入欄

１

２

３

４

５

※各選手のレーディングを店舗責任者が適当であると判断し、責任をもって記入してください。
（予選ラウンド終了後までに他プレーヤーよりクレームが入り、悪質だと運営が判断した場合は失格とし、次回大会出場禁止とします）
※シングルス出場希望者は「シングルスエントリー欄」に「○」を記入して下さい（シングルスは別途￥２０００掛かります）
※未成年の選手は、必ず「未成年チェック欄」に「○」を記入して下さい。
※エントリー期間内であっても、定員に達した時点でエントリー締め切らせて頂きます。
※先着順の為、ペアが決まり次第 FAX お願いします。次ペアが決まりましたら、一度 FAX 送信したペアは
FAX チェック欄に「○」を記入し、同じ用紙で送信して下さい。
※ご入金が確認出来次第エントリー完了となります。必ず店舗単位でお振込み下さい。 振り込み期間２月４日（月）～２月１２日（火）

FAX 送信先
重要！

０９８－８６６－７０４９

エントリー完了の確認を必ず Facebook ページでご確認下さい。→アムレック フェイスブック

で検索お願いします。

ゲーム内容＆ルール
店舗対抗戦

■エントリー締め切り後
・４０チームを８ロビンに振り分けます。
・出場チーム数によってはクラス分けをする場合があります。
・出場チーム数によってはロビン数を変更する場合があります。

▼ゲームフォーマット
No.

ゲーム内容

１番．青

シングル５０１

オープンイン、オープンアウト

２番．桃

ダブルス５０１

オープンイン、オープンアウト

３番．黄

シングル CRICKET

終了時同点の場合じゃんけんコークで勝敗を決定する。

４番．緑

ダブルス CRICKET

終了時同点の場合じゃんけんコークで勝敗を決定する。

５番

ガロンハーフイット

ゲームルール

同点の場合のみ４番同士のコーク勝負とする。

・試合前に４人で順番を決めていただきます。
１番 → 青色の輪ゴム ２番 → 桃色の輪ゴム ３番 → 黄色の輪ゴム

４番 → 緑色の輪ゴム

※ガロンの順番がある為、ダブルスの方も必ず輪ゴムを付けて下さい。
・対戦チームと腕につけた輪ゴムを見せ合い対戦相手を確認してください。（同色同士が対戦相手です）
・２番と４番の方はダブルスを組み、２番と４番の２試合を出場する。
・ダブルス戦は試合毎の順番入れ替えは可とする。
・１番～５番まですべて、じゃんけんコークで先行を決定します。
・１番～４番まで練習スローは３本とする。ガロンハーフイットは練習スロー禁止とする。
・ガロンの順番は上記の色の順番となります。
・ガロンハーフイットにて同点の場合、４番（緑の輪ゴム）の方同士のコーク勝負となります。
・予選ラウンドロビンは勝敗が決まっても全試合消化してください。
・決勝トーナメントはどちらかのチームが３勝し、勝敗が決定した時点で試合終了となります。
・チーム合計レーディングを５４．０までとする。
・個人レーティング２１以上のプレーヤーはレーティングを２１としてカウントする。

店舗対抗戦
ルール

・予選ラウンドロビン、決勝トーナメントとなります。（決勝トーナメントはシングルイルミネーションになります）
・各ブロックにて総当たりの予選を行い、上位３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 LEG 数 → ３ 負け LEG 数 →

５

３チーム以上が同点の場合ガロンカウントアップにより順位を決定します。
（じゃんけんにて順番決定）

４ 直接対決の結果 →

・試合開始時間からラストコールの間に試合場所にいない場合、いかなる場合でも
不戦敗となり、該当試合は全 LEG 負けと同等の処置となります。

ダブルス

■エントリー締め切り後
クラス順
に①チーム Rt、②チーム内個人 Rt の高い順に出場フライト分けを行います。

▼ゲームフォーマット（予選ラウンドロビン・決勝トーナメント）

Division
MASTER CLASS

ゲーム内容

０１ゲームルール

７０１‐CR‐７０１

オープンイン、マスターアウト

勝敗

２ゲーム
A CLASS

５０１‐５０１‐CHO

B CLASS

５０１‐５０１‐CHO

C CLASS

３０１‐３０１‐CHO

オープンイン

先取制

オープンアウト

・１LEG＆３LEG はじゃんけんコークで先行を決定します。２LEG 目は１LEG 敗者が先行となります。
・練習スローは一人３本までとする。
・CHOICE は５０１か CR のゲームとなります。
・試合は全てのゲームを消化して下さい（２対０になった場合は３LEG 目はやりません）
・申し込み状況によりクラス分けは、増減する場合がございます。
・予選ラウンドロビンに限り、ハンデキャップシステムが適用となります。
【ハンデキャップシステム】
・チームレベル差が４以上ある場合、レベルが下のチームが全てのゲームにおいて先行となります。
・「MASTER CLASS」に関してハンデキャップシステムは適用しません。

ダブルス戦

・予選はラウンドロビン制、決勝はトーナメント制となります。
（決勝トーナメントはシングルイルミネーションとなります）
・順番は試合ごとの入れ替えは可とするが、LEG ごとの入れ替えは不可とする。

ルール

・コークはどちらが投げても可とする。
・各ブロックにて総当たりの予選を行い、上位３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 LEG 数 → ３ 負け LEG 数 → ４ 直接対決の結果 →
５ ３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。（じゃんけんにて順番決定）
・試合開始時間からラストコールの間に試合場所にいない場合、いかなる場合でも
不戦敗となり、該当試合は全 LEG 負けと同等の処置となります。

シングルス

▼ゲームフォーマット
ゲーム内容

０１ゲームルール

勝敗

７０１ ‐ CR ‐ ７０１

オープンイン、マスターアウト

2 ゲーム先取制

・練習スローは３本までとする。
・32 名トーナメントのシングルイルミネーション方式になります。
・１LEG＆３LEG はじゃんけんコークで先行を決定します。２LEG は１LEG 敗者が先行となります。
・申し込み状況により、方式、ゲームフォーマット等は変更になる場合がございます。

勝敗に

・０１GAME は、最終ラウンドで両チームフィニッシュしなかった場合代表者によるじゃんけんコーク
によって勝敗を決定します。

ついて

・クリケットは、最終ラウンドで両チーム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。
同点の場合は代表者によるコークによって勝敗を決定します。

規定

３０１→１０ラウンド

５０１ → １５ラウンド

ラウンド数

７０１ → １５ラウンド

クリケット → １５ラウンド

試合進行

・試合はマシン感知優先となります。明らかな誤反応の場合は矢を抜かず、最寄りの係員をお呼び下さい。
・マシントラブル全般は最寄りの係員をお呼び下さい。
・停電や、フリーズ等により再起動が必要時はその LEG から再試合となります。

レーディング

サンドバッキング検出の為レーディング検証を行います。MASTER CLASS 以外のダブルスでは、予選および
決勝トーナメントにおいて試合結果を記入するシートに、その試合のレーディングまたはスタッツを記入していた

検証

だきます。検証の結果、失格となるチームが出る場合があります。
スタッツはチームスタッツでの検証となり、申告レーディングより規定数以上上回った場合、失格となります。

エントリーについて
エントリー

２０１９年１月２８日（月）１３：００

期間

２０１９年１月２８日（月）１３：００ ～ ２０１９年 1 月３１日１３：００（木）まではカジ・コーポレーション

～ ２０１９年２月８日（金）２４：００

グループロケーション先行受付期間とする。
※受付開始時刻前のエントリーは無効となります。エントリーは定員になり次第終了とさせていただきます。

振り込み

施設利用料分担金支払い期日
２０１９年２月４日（月）９：００

～

２０１９年２月１２日（火）１５：００

期間
期日までに振り込みがない場合、エントリーは無効となります。
締め切り日以降は、エントリーの変更やキャンセルを受付できません。
また、締め切り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、
施設利用料分担金は返還できませんので、ご了承下さい。

エントリー
手順

・デジタルダーツマシン設置店舗様からお申込みできます。

スタッツ取得

レーディングフォームに必要事項を記入し、施設利用分担金を一緒に

施設利用料分担金の

店舗様に提出してください。

お支払い（参加選手）

※店舗様は、レーディングが適当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

レーディングフォームを受理した店舗様は、エントリーフォームに必要事項を

（店舗）

記入の上、エントリーフォームのみをエントリー受付に FAX してください。
▼

アムレック Facebook

店舗対抗戦、ダブルス、シングルスのどちらにエントリーされているか必ず

ページにてエントリー状況

確認をして下さい。

の確認

※FAX が届いていない等の漏れを防ぐためです。
▼

施設利用料分担金の

店舗様は指定の振込先にて施設利用料分担金をお支払い下さい。

お支払い（店舗）

※振り込み期限までに入金が確認できない場合キャンセルとさせていただきます。

※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。
※振込み期限までに施設利用料分担金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。
※エントリーは用紙を FAX 後、入金が確認できた後、エントリー完了となります。

エントリー受付

FAX 送信先

株式会社カジ・コーポレーション
沖縄ダーツ営業部
０９８－８６６－７０４９
振込先

【振込先口座】
ジャパンネット銀行（店番：００５）
支店名：ビジネス営業部
普通預金
口座番号：１９７１９６２
口座名義：一般社団法人日本オンラインダーツ振興協会

【振込期日】
２０１９年２月１２日（火）１５：００
※振込名義は、エントリー店舗名にてお願いします。
※振込手数料は、店舗様にてご負担をお願いします。

その他注意事項
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補償なしに、これら大会運営事務局の
権利に同意したものとみなします。
・エントリーの受付、試合の結果はインターネット上の Web サイト等で公表する可能性があります。
参加者はこれに同意したものとします。
・プレーヤーは、本大会のエントリーをもって主催者権利に同意したものとみなします。

注意事項

・会場には駐車場はございませんので、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主催者側は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します。
・試合の最中や観戦中に騒ぐ、ヤジなどを飛ばす等をして他のプレーヤーに対し妨害行為があった場合、
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、主催者側の判断にて会場から退出
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、チームは失格とさせていただきます。
・会場内でのケガ等があっても主催者側は一切の責任は負いません。

参加資格

・主催者が認めないプレーヤーの参加、及び入場はお断りさせていただきます。
・満２０歳未満の方が入場する場合は、保護同伴者が必要となります。
・未成年者がエントリーまたは入場する場合は保護同伴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、未成年者は保護同伴者と未成年者マークの着用が必要となります。
・ホームショップの承認を得られない方は参加できません。

非参加者

・本大会のルール及び概要に従っていただきます。
・営業並びに広告活動の禁止、即時退場とさせていただきます。

制限事項
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。違反者は即時デフォルト（失格）とします。
・会場内のコンセントは使用禁止となります。発覚時は即時デフォルト（失格）とします。
・主催者及び運営団体の認めない他団体のロゴ等の記載されたユニフォーム等を着用しての出場はお断りいたします。
・主催者及び運営団体が不適格であると判断した店舗及び他団体関係者及び選手の参加をお断りする場合があります。
・サンダル、ヒール履き、裸足などでの参加はお断りします。
・極度の軽装での参加はお断りします。
・刺青、タトゥーが見える服装は固く禁止とします。
・カメラのフラッシュでの撮影は試合に影響が出ますのでご遠慮下さい。

その他

・当日は申告レーティングの検証を行います。
検証の結果、基準以上の差が発生した場合失格となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
（検証の基準値は、不正防止のため公開しておりません）
・不正参加が発覚した場合、エントリーを受付けた店舗は罰則として次回大会の参加をお断りします。
・概要事項は、事前の告知なしに追記、変更する場合があります。
・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。
・本大会に関する権限、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。

運営団体
主催者

株式会社

特別協賛

琉球王国市場

協賛

・Ids

カジ・コーポレーション

・Darts Bar Spin

・Pool＆Darts Met’ｓ
お問い合わせ

オリオンビール株式会社
・株式会社七海コーポレーション

・ 合同会社８エンタープライズ

・Darts Bar JAWS

株式会社 カジ・コーポレーション
山川

TEL：０９０－３７９５－７０００

大城

TEL：０８０－９８５３－３１２５

・株式会社 YAIMA

※個人からの連絡、質問はご遠慮下さい。必ず店舗よりの連絡でお願いします。

