
日時：会場 2014年8月3日 博多スターレーン
9時受付開始　10時開始 住所/ 福岡市博多区博多駅東１丁目８番３３号

TEL  / 092-451-4321

参加費 ダブルス トーナメント ■　事前振込み6000円/1名(12,000円/1チーム)
（ゲーム代込） ■　当日払い7000円/１名(14000円/１チーム）

※FAX以外のエントリーは受け付けておりません。

※事前受付 JPDO主催のリーグ戦に参加されている方 500円引き

2014年 九州サーキットに一回でも参加された方 500円引き

シングルストーナメント ■　2,000円/1名(ダブルス参加者)／２日のシングルス参加者は無料
※２日のシングルス参加の方は招待券を必ず持参してください。

　　お持ちいただけなかった場合は割引対象外となります。

※当日受付 ■　3,000円/1名(シングルスのみ)
シングルスのみの参加予定の方は、当日ライブカードを持参して下さい。

エントリー エントリー開始日 2014年７月１日（火）～
　定員になり次第締め切らせていただきます。ご了承ください。

エントリー締め切り日 2014年７月２８日（月）23：00

お振込み最終期限 2014年７月３０日（水）14：30

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。

FAX送信先

エントリー方法 1. 店舗の責任者の方は、エントリーフォームに必要事項を記入し、事務局までFAXして下さい。

2. エントリーフォームにご記入いただいた金額を、指定の口座にお振り込みください。

3. ご入金が確認できました段階でエントリー完了となります。

◆本大会は、個人のエントリーは受け付けておりませんので、最寄りの店舗様よりエントリーを行って下さい。

◆エントリーは、各店舗の責任のもとで適正なレーティングでエントリーを行って下さい。

お振込先

※ 振込手数料はご負担願います(電信扱い)

※ ショップ様名儀にてお振り込み下さい。

主催    株式会社 ＮＩＭＩＴＺ

大会事務局

お問合せ先 ＴＥＬ/ＦＡＸ ０９２－７１５－４００１　　/ ０９２－７１５－４００２
ＴＥＬでのお問い合わせは１３時以降にお願いします。

JAPAN CUP 九州 サーキット 　福岡大会 　要項

DYNASTY・ULTIMA DARTS CUP

福岡銀行　けやき通り支店

普通 ３５３２８６

株式会社　ＮＩＭＩＴＺ　

０９２－７１５－４００２　　株式会社ＮＩＭＩＴＺ



ゲーム内容 ダブルス AA Flight 　701 - Cri - 701 シングルス ＡＡ  Flight 　701 - Cri - 701 Rt １３以上

A Flight 　701 - Cri - 701 A   Flight 　701 - Cri - 701 Rt １０～１２

BB Flight 　501 - Cri - 501 B   Flight 　501 - Cri - 501 Rt ７～９

B Flight 　501 - Cri - 501 C   Flight 　301 - Cri - 501 Rt ６以下

CC Flight 　501 - Cri - 501
C Flight 　301 - Cri - 301

今大会は合計Rtの上限と下限を設定しておりますので、その数字内でのエントリーをお願いします。

各チーム合計レーティング

(DARTS LIVE Rt参照 )

エントリー締め切り後、チームRt,チーム内個人Rtの高い順にフライト分けを行います。

シングルス レーティングによりフライト分けを行いますので、Men's Ladies 合同で試合を行います。

エントリーは、当日午前中より随時受付を致します。

ダブルスのラウンドロビンを抜けられた方も並行して、シングルスにエントリー可能です。

（ラウンドロビン終了後、約３０分後に締め切り予定です）

※本大会は、ダーツライブレーティングを基準としておりますので、ダーツライブのレーティングを

お持ちでない方は、普段お使いのレーティングを変換してエントリーを行って下さい。

※シングルスのみ参加される選手に関しては、当日申込書に記入して頂き、必要事項確認後のエントリー完了となります。

※01・スタンダードクリケット共に30ゲーム以上の履歴のあるライブカードを持参して下さい。

ゲームルール 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。 　　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

予選ラウンドロビンの順位は右記の優先順で決まります。 　　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。

勝利条件  01ゲーム ① 先攻・後攻にかかわらず、設定ラウンド内に先にフィニッシュ（ゼロに）したチーム

② コークにより勝利したチーム ※該当レグの先攻・後攻の順番で行います。

 クリケット ① 先攻･後攻にかかわらず、設定ラウンド内にすべてのクリケット・ナンバーを

　 クローズし、かつ点数が同じかまたは高いチーム

② 最終ラウンド終了時に点数の高いチーム

③ コークによって勝利したチーム ※該当レグの先攻・後攻の順番で行います。

 コーク ① すべてビット数によって決定

② ビット数が同数の場合は、先攻･後攻を交替して再コーク

③ ダーツが刺さったままの状態でコーク

※先に投げたチームのダーツが、インナー・ブルの真ん中に刺さった場合のみ、

　次のチームはダーツを抜く事ができます。必ず両チームでビット数を確認して下さい。

各ゲームの規定ラウンド数は右記の通りになります 301 501 701 Cri

10R 15R 15R 15R

注意事項 ◆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。

◆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。

◆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・野次るなどして、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、デフォルトとさせて いただきます。

◆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。

◆ドレスコードについて、エントリーされた店舗以外のシャツの着用は、

   入賞した場合の撮影時に混乱をきたしますのでご遠慮ください。

◆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。

◆大会に関する決定権は、すべて主催者にあります。

◆当日主催者判断により、ルールの変更及び進行の変更等が行われる場合がございます。

　その際、エントリーフィー等の返金は一切行いませんので、あらかじめご了承ください。

◆本トーナメントは風俗営業法に基づき１８時以降１６歳未満２２時以降１８歳未満の立ち入りを制限させて頂いております。

大会情報 大会情報・エントリーリストに関しましては、株式会社NIMITZの

ホームページにUpしますので、ご確認ください。
【 http://nimitz222.com/ 】

上限 26 下限 10



日時：会場 2014年8月2日 博多スターレーン

受付１４時～ 住所/ 福岡市博多区博多駅東１丁目８番３３号

開始１６時予定 TEL  / 092-451-4321

参加費 ダブルス トーナメント ■　3日の本戦トーナメント参加者無料／土曜日のみご参加のお客様１人2000円

（ゲーム代込） ※3日本戦ペア、別々での参加及び個人でのエントリーが可能です。

　　パートナーがいない場合はこちらがお探しいたします。

シングルストーナメント ■　2,000円/1名／3日のシングルス招待券付き
※シングルスのみご参加の方 ■　3,000円/1名(シングルスのみ)
当日レーティングを携帯サイト等でご確認させていただきます。 ※フィーは当日受付時にお支払いください。

◆８月２日前日イベントに関しての注意点◆ 　※必ずお読みください。

事前受付及び当日受付が可能です。当日受付の場合は会場一般コントロールにお越し下さい。

２日前夜祭ダブルスは、個人でのエントリーも可能です。

３日の本戦トーナメント出場ペア以外の組み合わせでも出場できます。

JAPANの進行具合により受付時間及び開始時間が遅れる場合がございます。

シングルス・ダブルス共にハンディキャップ制となっております。

２日前夜祭ダブルス及びシングルスは参加人数によりフライトが増える場合がございます。

上記の点をご了承いただきますようお願い申し上げます。

ゲーム内容 ダブルス・シングルス共に５０１－スタンダードクリケット－５０１
ダブルス・シングルス共にレーティングによるハンディキャップマッチ

トーナメント方式はシングルエリミネーション方式を採用させていただきます。

ダブルス・シングルス共にレーティングによりマスターフライト・スタンダードフライトの２フライトに分けさせていただきます。

レーティング振り分け区分は以下の通りです。

※ご参加いただく人数によりフライトが増える場合がございます。

ダブルス　→ チームレーティング１５以上２６未満をマスターフライト

チームレーティング１４以下をスタンダードフライト

シングルス→ レーティング１０以上をマスターフライト

レーティング９以下をスタンダードフライト

ハンディキャップは当日マシン及びコントロールに掲示致します。

勝利条件 ０１ゲーム

及び ①レーティング差がない場合はじゃんけんスタート

スタート方法 ②先攻・後攻にかかわらず設定ラウンド内に（０に）フィニッシュした方の勝ち

③設定ラウンド内に両者とも（０に）フィニッシュできなかった場合コークにて勝敗を決めてください。

その際のコーク順は０１ゲームで先攻だった方の先投げとします。

スタンダードクリケット

①ハンディキャップにより先攻がもらえる場合を除いて全て０１ゲームの敗者が先攻となります。

②先攻・後攻にかかわらず設定ラウンド内に全てのクリケットナンバーをクローズかつ点数の高い方を勝者とする。

③規定ラウンド終了時点で同点だった場合、スタンダードクリケットで先攻のチーム先投げのコークにて勝敗を決めてください。

３レグ目の０１ゲーム

①ハンディキャップがない場合はじゃんけんスタートとします。

②以降は１レグ目の０１とルールは同じものとします。

大会情報 大会情報・エントリーリストに関しましては、株式会社NIMITZの

ホームページにUpしますので、ご確認ください。

DYNASTY・ULTIMA DARTS CUP  前夜祭
※こちらは大会当日分ではないのでお間違えないようにお願いいたします

【 http://nimitz222.com/ 】


