
開催日

event@dacos.jp
（FLY運営事務局）

2019年2月23日（土）・24日（日）

2019年1月15日（火）正午～2月18日（月）19:00まで

会　場 パシフィコ横浜 ホールB
神奈川県横浜市西区みなとみらい１－１

交　通

エントリーまでの流れ

トーナメント開催要項

お問合せ先

エントリー受付期間

エ ン ト リ ー 費

変更・キャンセルの受付締切

2018年 2月 18日（月）19:00

スタッツの取得・エントリー用アベレージスタッツの算出

●エントリー店舗にて、「０１ゲーム」および「CRICKETゲーム」の最新１０ゲームのスタッツから、各ゲー ムのアベレージ（平均）
　スタッツを算出してください。
●アベレージスタッツは、カードレーティングではなく、新規でスタッツを取得してください。

エントリー用紙の記入・参加店舗の承認

●「大会エントリー用紙（別紙）」に必要事項を全てご記入の上、エントリー店舗へ提出してください。エントリー店舗の方は、　用紙
　をご確認の上、署名を行ってください。
●各店舗の責任者様が適正でないとご判断されたアベレージスタッツには、絶対に承認を行わないようにお願いいたします。

早期エントリーで座席を確保！
2月4日（月）19:00までにエントリーいただいた店舗様は、
参加者の皆さま分の座席を確保いたします！
※2月4日（月）19:00 以降のお申込分に関しては座席確保の確約はできません。

エントリー確認・エントリー費のお支払い

三菱東京UFJ銀行　秋葉原支店　普通口座 3072669 カ）ダコス

●大会ホームページにて、エントリー状況をご確認いただき、お支払い期日までにエントリー費のお振込みをお願いいたします。
●エントリー費は、受付店舗様ごとのお支払いとなります。個人のお振込みでのエントリーは受付いたしかねます。
●エントリーの確定は、エントリー費のご入金が確認できた時点で確定となります。入金期日は変更の可能性がございます。

エントリー費のお振込み先
※お振込みの際は、振込人名義を必ず「店舗名」でお願いいたします。　※お振込み手数料は各店舗様でご負担いただきますようお願いいたします。

エントリー用紙の送信

●エントリー期間内にFAXにてエントリー用紙をご送信ください。

エントリー用紙送信先 FAX：03-6685-5932

エントリーに関するご注意点

●変更やキャンセルが発生した場合、内容を上記お問合せ用メールアド
　レスまたは、「エントリー情報変更用紙」をご記入の上、FAXにて
　ご連絡ください。
●キャンセル時のご返金につきましては、大会終了後、お振込み手数料を
　差し引かせていただいた上でのご返金となります。
　また、エントリー締切後のご返金につきましては、一切の対応をいた
　しかねます。予めご了承ください。

●お申込みいただいた順番に受付となります。出場枠が定員に達し次第、
　締切を待たずに受付終了とさせていただきます。
●受付期間外にお送りいただいた FAX は無効となりますので、ご注意
　ください。

http://dacos.jp/fly2019/大会ホームページ

メール

入金期日2018年 2月 20日（水）迄

【電車】パシフィコ横浜へは、みなとみらい線みなとみらい駅
より徒歩３分。
※JR京浜東北線、横浜市営地下鉄をご利用の方は、JR桜木町駅が便利です。

【車】首都高速横羽線みなとみらいランプより、約３分。

変更・キャンセル

ダブルストーナメント（各日開催） 6，000円（１名様）

スターズシングルス（土曜日のみ開催） 2，000円（１名様）

TiTOシングルス（各日開催） 無料（※限定イベント）

ルーザーイベント（各日開催） 当日エントリーイベント

★変更★ 未成年も全プログラム出場可能！



プログラムについて

2 ／23 日（土）

予選／ラウンドロビン　決勝／シングルエリミネーショントーナメント

MAX
合計 Rt.40 以上 or 希望者

1 ～ 2

3 ～ 6

7 ～ 8

※32 組（64 名）限定
701(MO) － CRICKET － 701(MO)

701 － CRICKET － 701

501 － CRICKET － 501

301 － CRICKET － 301

RANGE ゲーム内容

ダブルストーナメント

エントリー費

RANGE 分け、ゲーム内容について 注意事項

6，000円／１名
（１チーム 12，000円）　※ゲーム代込

予定組数 450組（900名）

シングルエリミネーショントーナメント

参加人数

64 名 1

2

3

701 － CRICKET － 701

501 － CRICKET － 501

501 － CRICKET － 501

RANGE ゲーム内容

スターズシングルス

エントリー費 予定組数

RANGE 分け、ゲーム内容について 注意事項

2，000円／１名　※ゲーム代込 256名（各RANGE 64名）

64 名

64 名

●レーティングについては、エントリー時にご記
　入いただいたスタッツを用いて、大会独自の方
　法で算出いたします。　

●RANGE 数、ゲーム内容は、予告なく変更が発
　生する可能性がございます。予めご了承くださ
　い。

サブイベント「ルーザーイベント」

参加条件

ゲーム内容

だれでも参加OK、当日受付！

※当日のプログラムに参加されていないお客様でもご参加可能です。
※本トーナメントは、本戦への敗者復活トーナメントではございません。
※参加申込は、大会当日におこないます。

●RANGE 振り分けは、エントリー受付後、合計
　レーティングの高いチームから上位 RANGE へ
　振り分けいたします。
●レーティングについては、エントリー時にご記
　入いただいたスタッツを用いて、大会独自の方
　法で算出いたします。　
●RANGE 数、ゲーム内容は、予告なく変更が発
　生する可能性がございます。予めご了承くださ
　い。
●その他ご不明点等ございましたら、運営事務局
　までメールにてお問い合わせください。
●合計レーティングが「40.00」以上のチーム、
　及び希望チームは、Range MAX での
　ご参加となります。

★注目★ RANGE MAXに参加の方は、無料でシングルスに出場可能！！

サブイベント「TiTO シングルス」

エントリー費

参加条件

無料

ゲーム内容 701(MO) - Cricket - 701(MO)

ダブルス「Range MAX」出場者限定

※ダブルスRange MAX出場の方のみご参加可能です。
※ダブルスRange MAX参加者は、自動登録されます。
※スターズシングルスとは異なるプログラムです。

※トーナメント内容や日程は、予告無く変更・中止になる場合がございます。

トーナメントのルール・規約については、事前に必ず大会公式ホームページをご確認ください。
※トーナメント内容や日程は、予告無く変更・中止になる場合がございます。

予選ロビン敗退でも

ミニトーナメントに参加！

Range MAX専用シングルス！

入賞者には、TiTOグッズプレゼント♪

4 301 － CRICKET － 30164 名

ミニトーナメントを繰り返し開催！



プログラムについて

2 ／24 日（日）

予選／ラウンドロビン　決勝／シングルエリミネーショントーナメントダブルストーナメント

エントリー費

RANGE 分け、ゲーム内容について

注意事項

6，000円／１名
（１チーム 12，000円）　※ゲーム代込み

予定組数 1,100組（2，200名）

トーナメントのルール・規約については、事前に必ず大会公式ホームページをご確認ください。

※トーナメント内容や日程は、予告無く変更・中止になる場合がございます。

●RANGE 振り分けは、エントリー受付後、合計レーティングの高いチームから上位 RANGE へ振り分けいたします。
●レーティングについては、エントリー時にご記入いただいたスタッツを用いて、大会独自の方法で算出いたします。　
●RANGE 数、ゲーム内容は、予告なく変更が発生する可能性がございます。予めご了承ください。
●計レーティングが「40.00」以上のチーム、及び希望チームは、自動的に Range MAX でのご参加となります。

※トーナメント内容や日程は、予告無く変更・中止になる場合がございます。

エントリー費

参加条件

無料

ゲーム内容 701(MO) - Cricket - 701(MO)

ダブルス「Range MAX」出場者

※ダブルスRange MAX出場の方のみご参加可能です。
※ダブルスRange MAX参加者は、自動登録されます。
※スターズシングルスとは異なるプログラムです。
※ダブルスの予選ラウンドロビン終了後より開始いたします。

★注目★
・RANGE MAXに参加の方は、シングルス無料参加！！
・1日中ダーツをしよう！
　ルーザーイベントで様々なゲーム内容で、たくさんのミニトーナメントを開催！

1 ～ 2 701 － CRICKET － 701

RANGE ゲーム内容

3 ～ 14 501 － CRICKET － 501

15 ～ 16 301 － CRICKET － 301

MAX
合計 Rt.40 以上 or 希望者

※32 組（64 名）限定
701(MO) － CRICKET － 701(MO)

サブイベント「ルーザーイベント」 サブイベント「TiTO シングルス」

予選ロビン敗退でも

ミニトーナメントに参加！

Range MAX専用シングルス！

入賞者には、TiTOグッズをプレゼント♪

参加条件

ゲーム内容

だれでも参加OK、当日受付！

※当日のプログラムに参加されていないお客様でもご参加可能です。
※本トーナメントは、本戦への敗者復活トーナメントではございません。
※参加申込は、大会当日におこないます。

ミニトーナメントを繰り返し開催！
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