
PDL・JAPAN エントリー〆切

会員 一般 厳守

TEL（011）-865-5811

受付　9：00～9：30　
開会式　9：50～

振込〆切

※試合開始時間はトーナメントの進行状況により変更になる場合があります。

　　　

★OPEN DOUBLES(弁当or御食事券、ゲーム代込) PDL・JAPAN　LEAGUE会員様への特別プログラムとなります。
PDL・JAPAN LEAGUE会員：6,000円 一般：6,500円 全TOURでのポイントで北海道ランキングを決定。
＊2015ツアーポイント割引対象者はダブルスエントリー500円引き ポイントに応じて特典があります。

詳しくは⇒　http://touyagroup.com/softdarts_tour/

★TOUR SINGLES(ゲーム代込) TourポイントはPDL・JAPAN LEAGUE会員のみ獲得できます。大会後に会員になった場合でも

PDL・JAPAN LEAGUE会員：2,000円 一般：2,500円 申請があれば付加することができます。但し、エントリーフィーの割引分の返却はありません。

エントリー確認はE-mail　touyagroup@gmail.com

Open MAX　Rt. エントリーリスト　http://touyagroup.com/softdarts_tour/

Doubles
ラウンドロビン ①ホーム店舗で規定数のスタッツを取得しペアを決めてレベル算出用紙で提出

Tour ★Men's Single are best of 3 Men's ②店舗担当者はレベルが適正か判断し、OKなら店舗印を押してエントリー開始日

Singles 701（OI/MO） / Cricket(15R) / 701（OI/MO） Rt.10以上 以降に出来るだけ早くエントリーFAXを送る。

ｼﾝｸﾞﾙ ★Ladies Single are best of 3 Ladies ③エントリーリストをチェック

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 501（OI/MO） / Cricket(15R) / 501（OI/MO） Rt.6以上 ④店舗で一括してエントリーフィーを振り込む

MIX 当日受付を ⑤振込が確認されてエントリー受付完了（エントリーリストでチェックできます）

Singles いたします。⑥PDL・JAPAN会員と一般の方のペアは会員受付期間にエントリーできます。

ｼﾝｸﾞﾙ 準決勝～ 午後開始
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 501（OI/OO） / Cricket(15R) / 501（OI/OO） 予定です。 振込締切日までに入金が確認できない場合、キャンセルと

Side Shoot みなしキャンセル待ちいただいている選手の方を順次繰上さ
空き台があれば せていただきます。

★エントリーはJPDO加盟オフィシャルショップのリース店舗およびダーツハイブオフィシャルリースショップ、

また、他社リース店舗様でツアー参加店舗登録（別紙参加登録用紙参照）を行って頂ける店舗様に限る。

必要事項をエントリー用紙に記入し店舗へ提出してください。店舗の印が無いもの、必要事項に記入漏れのあるものは無効になる場合が

あります。エントリーできない店舗の代表者等はエントリーをお断りする場合があります。２０歳未満の方は保護者の同伴が必要です。

16歳未満の方は保護者の同伴があっても18：00以降の来場はできませんのでよろしくお願い致します。エントリーは店舗単位になります。

★レベルの不正を防ぐため、スタッツの検証を行います。予選試合で規定数以上オーバーした場合には失格となり、決勝までの全ての試合の

平均オーバーした場合はTourポイントが付かない場合があります。また、エントリーした店舗にもペナルティーがあります。

★服装は原則としてリーグユニフォーム、ショップTシャツ、襟付きシャツ、ズボンはスラックスが望ましい。ノースリーブ、タンクトップ、

マッスルシャツ等の露出の高い服装、クラッシュジーンズ、サンダル等は禁止します。参加資格の無いショップのTシャツ、今大会の

スポンサーにそぐわないメーカーのプリントされたものはお断り致します。帽子、サンバイザーも禁止です。ダーツはスポーツです。

ユニフォームの無いスポーツはありません。節度を守った服装での出場をお願い致します。★主催者は、エントリー及び出場に

関する全ての権限を有します。態度の悪いプレーヤー、他のプレーヤーの迷惑になる行為を行ったプレーヤーは退場して

いただく場合がありますのでご了承ください。★飲食物の持込は禁止です。★空き台でのゲームは禁止です。大会進行の妨げ

となります。★貴重品は各自で責任をもって管理してください。盗難などの責任は負いかねます。★携帯電話は会場内では

マナーモード、試合中は使用禁止★野次、罵声、相手を挑発する行為等は禁止、場合により退場いただく場合があります。

★第三者がアレンジを教えることはできません。★会場では酒類を販売していますが、度を超えた飲酒はやめましょう。

飲酒運転は絶対にやめましょう。発覚した場合には厳重なる対応を取らせていただきます。★会場内だけでなく、会場までの

往来も含めて質の向上をお願い致します。★明らかなスタッツ調整のゲームを行う事はマナー違反です。

レベル換算表はこちらをご覧下さい⇒http://touyagroup.com/softdarts_tour/

ゲーム内容

エントリーフィー

*10/13～10/20までのｴﾝﾄﾘｰは早割対象になります。

※早期割引期間：2016/１0/13～10/20

HOKKAIDO SOFT DARTS TOURとは？

旭川信用金庫　琴似支店　　　　普）0053565
TOUYA GROUP株式会社
代表取締役　　大谷　慎吾オープニングライブ　軟式globe。'14　9：30～9：50

エントリーフィー振込先

11/8

エントリーされた時点で以上の内容を承認されたものとみなします。飲酒運転は絶対にやめましょう

エントリー方法

※　必ずお読みください　※

★ダブルス予選、本選及びシングルともに終了した全て
の参加希望選手対象、詳しくは当日ご案内いたします。

★Men's & Ladies Single are best of 3

別紙 24

予選　301（OI/OO） / 301（OO/OO） / 301（OI/OO）

13th HOKKAICUP 201611.13
2016 SUN

受付・試合開始時間

エントリー受付日

10/13 10/21

開催！！
11/6

札幌市白石区流通センター4丁目3番55号

HOKKAIDO SOFT DARTS TOUR

協力： HALKA  / D.Soul / ㈱ハイブクリエーション

試合開始　10：30～各フライトDoublesより開始いたします。

PDL北海道 / Zephyr / ZEAL / LOGOLABZION / 北海道ダーツTV

アクセス札幌

大会会場

主催：TOUYA GROUP㈱　後援：DARTSLIVE / HOKKAIDO SOFT DARTS TOUR

オープニング

アクト

毎年恒例

大抽選会



★AA Flight doubles are best of 3 701（OI/OO） / Cricket(15R) / 701（OI/OO） 701（OI/OO） / Cricket(15R) / Choice

★A Flight doubles are best of 3 501（OI/OO） / Cricket(15R) / 501（OI/OO） 501（OI/OO） / Cricket(15R) / Choice

★BB Flight doubles are best of 3 501（OI/OO） / Cricket(15R) / 501（OI/OO） 501（OI/OO） / Cricket(15R) / Choice

★B Flight doubles are best of 3 501（OI/OO） / Cricket(15R) / 501（OI/OO） 501（OI/OO） / Cricket(15R) / Choice

★CN Flight doubles are best of 3 301（OI/OO） / Cricket(15R) / 301（OI/OO） 301（OI/OO） / Cricket(15R) / Choice

・仮フライトになります。エントリー状況によっては変更になる場合もございます。

・AAフライト以下の決定はRt.でのフライト分けではなく上位よりチーム数にて決定いたします。

・ラウンドロビンの進行は各ロビン表に記載されている通りの順で進行してください。

・試合撮影は各フライト決勝戦を予定しております。

（昼食について）

　・今大会は昼食（弁当）は希望者のみに配布いたします。

　・お食事補助券は各フードコートにて500円の金券としてご利用いただけます。

（ツアーシングル、ミックスシングルについて）

　・ツアーシングルは従来どおりPDTシングルポイントが付与されます。メンズはRt.10以上、レディースはRt.6以上よりエントリー可能です。

　・ミックスシングルにはPDTシングルポイントは付きませんのでご注意ください。

HOKKAIDO SOFT DARTS TOUR

13ｔｈ北海ｶｯﾌﾟ 2016　ゲーム内容
ﾌﾗｲﾄ ラウンドﾛﾋﾞﾝ 決勝戦、3位決定戦

レベル上限Rt24まで

　・エントリー用紙の（弁当希望）にチェックがあるプレーヤー様には従来のお弁当引換券、その他のプレーヤー様にはお食事補助券を配布いたします。

・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ以降の試合は随時、大会コントロールが進行していきますので放送の聞こえる場所にて待機をお願いいたします。

・ダブルスラウンドロビン終了後、各シングルを進行していきます、多少試合時間が空くこともございますが、ご了承ください。

【注意事項】

【重要】



人

人

振込〆切は

１１/8まで× ー５００円 円

振込先 : 旭川信用金庫　琴似支店　普通)0053565　TOUYA GROUP株式会社　代表取締役 大谷　慎吾

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓　エントリー用紙FAX先　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

ＰＤＴ実行委員会ＦＡＸ：020-4664-4456
TOUYA GROUP㈱ FAX : 011-686-7556

合計金額 　￥
早期割引

2015年ポイント
割引対象者 人

PDL・JAPAN会員 人 × 6,000円 円

一　般 人 × 6,500円 円 ×2,500円 円

シングル会員 ×2,000円 円

シングル一般

※PDL・JAPAN LEAGUEに参加していないプレーヤーは一般とご記入ください。会員は必ず番号をご記入ください。

※お弁当希望又は御食事券希望の記入をお忘れに行ってください。

※1店舗より6組12名以上の参加者のある店舗様は専用シートをご用意しております。
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レベル
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ディーラー
TEL/FAX

ショップ
担当者

ディーラー
担当者

ショップ名 ディーラー名 店舗にて受付した日付を記入して下さ
い。　エントリーフィーの振込締切まで
に入金が確認できない場合、キャンセル
とみなしキャンセル待ちいただいている
選手の方を順次繰上げさせていただきま
す。エントリーの確認はTOUYA
GROUPのサイトで確認してください。
http://touyagroup.com/softdarts_to
ur/

ショップ
所在地

ディーラー
所在地

ショップ
TEL/FAX

2016 SUN HOKKAIDO SOFT DARTS TOUR
HOKKAIDO

SOFT DARTS

TOUR 201611.13 13th 北海CUP 2016
★エントリー用紙★PDL・JAPAN LEAGUE会員 受付 10/13～20 ★一般 10/21～ 〆切11/6
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