
7777////17171717（（（（日日日日））））

※※※※クラスクラスクラスクラスによってによってによってによって受付 及受付 及受付 及受付 及び び び び 試合開始時間試合開始時間試合開始時間試合開始時間がががが異異異異なりますのでなりますのでなりますのでなりますので、、、、ごごごご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい。。。。

※※※※試合開始予定時間試合開始予定時間試合開始予定時間試合開始予定時間はははは早早早早まるまるまるまる場合場合場合場合がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、必必必必ずずずず30303030分前分前分前分前にはにはにはには会場内会場内会場内会場内にてにてにてにて待機待機待機待機してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

※※※※申申申申しししし込込込込みみみみ状況状況状況状況によりによりによりにより規定組数規定組数規定組数規定組数・・・・ディビジョンディビジョンディビジョンディビジョン数数数数がががが変更変更変更変更になるになるになるになる場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。ごごごご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。

 ※※※※受付時間内受付時間内受付時間内受付時間内にににに受付受付受付受付をををを済済済済ませなかったませなかったませなかったませなかったチームチームチームチームはははは、、、、失格失格失格失格となりますとなりますとなりますとなります。。。。ごごごご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい。。。。

※※※※おおおお席席席席にはにはにはには限限限限りがりがりがりが御座御座御座御座いますいますいますいます。。。。先着順先着順先着順先着順とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きききき、、、、おおおお席席席席にににに関関関関するするするする苦情苦情苦情苦情はおはおはおはお受受受受けできませんけできませんけできませんけできません。。。。おおおお早早早早めにめにめにめに御来場下御来場下御来場下御来場下さいさいさいさい。。。。

 ※※※※当日当日当日当日キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル及及及及びびびび失格失格失格失格のののの場合場合場合場合、、、、いかなるいかなるいかなるいかなる理由理由理由理由があってもがあってもがあってもがあってもエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーのののの返金返金返金返金はははは出来出来出来出来ませんのでませんのでませんのでませんので、、、、ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。

ダブルス・・・￥５，０００．－/１名　※ｹﾞｰﾑ代込み
シングルス・・・￥2，０００．－/１名　※エントリー制（ダブルスにエントリーした方のみ参加可能)

さいたまスーパーアリーナ   展示ホール　　 住　所 ： 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地

株式会社 エイチ・アイ・シー

7777////17171717（（（（日日日日））））
エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィー

ごごごご案内窓口案内窓口案内窓口案内窓口

※申込順に受付をさせて頂き､出場枠が埋まり次第、受付を終了します。
受付期間外に送られたFAXは無効となりますのでご注意ください。

FAX送受信についての苦情トラブル・クレームについてはお受け出来ませんので、送信される際はご注意下さい。

10：00～

10：00～

10：00～

DACOS CLASSIC DACOS CLASSIC DACOS CLASSIC DACOS CLASSIC 2011 2011 2011 2011 in SAITAMA 　in SAITAMA 　in SAITAMA 　in SAITAMA 　開催概要開催概要開催概要開催概要
トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント開催日開催日開催日開催日　：　　：　　：　　：　7777月月月月17171717日日日日（（（（日日日日））））

トーナメント インフォメーションサイト トーナメント インフォメーションサイト トーナメント インフォメーションサイト トーナメント インフォメーションサイト ： ： ： ： httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....dacosdacosdacosdacos....jpjpjpjp////dacosclassicdacosclassicdacosclassicdacosclassic////2011201120112011saitamasaitamasaitamasaitama
主催主催主催主催・・・・運営運営運営運営

会場会場会場会場

7777////17171717（（（（日日日日））））
大会参加資格大会参加資格大会参加資格大会参加資格

T E L : 048-600-3001　　Ｈ　Ｐ ： http://www.saitama-arena.co.jp/

後援後援後援後援

〇原則として、満20歳以上です。
〇満20歳未満の方が参加する場合、保護者同伴及び未成年マークの掲示を必須とします。
〇未成年者は申込時の事前申請が必要です。当日申請は出来ません。
〇未成年者への酒類の販売は一切行ないません。飲酒・喫煙が発覚した場合、通報のうえ失格とさせて頂きます。
　（担当保護者及び飲酒・喫煙を勧めたプレイヤーも併せて失格となります。）
〇主催が認める受付店舗からの受付けのみとさせて頂きます。（受付け店舗サインが必要です。）
〇トーナメント当日、トーナメントの運営・進行に支障をきたす恐れがある場合、 運営者の自主的な判断のもと、プレーヤー及び
　サポーター・見学者の入場を一部、制限させていただきます。

株式会社ＤＡＣＯＳ

最寄駅　：　JR 京浜東北線　宇都宮線　高崎線　「さいたま新都心駅」　下車　徒歩すぐ

注意　：　駐車場に限りがございます（有料）。お車でご来場の方はお早めにお願いします。

エントリーは、株式会社ＤＡＣＯＳまで

7777////17171717（（（（日日日日））））
受付時間及受付時間及受付時間及受付時間及びびびび
試合開始時間試合開始時間試合開始時間試合開始時間

（（（（予定予定予定予定））））

13：00～14：00

8：30～9：30

8：30～9：30

8：30～9：30

8：30～9：30

11：30～12：30

申込手順申込手順申込手順申込手順

参加店舗にて最新の01・クリケット各10GAMEのスタッツを基に、 各ショップの責任者様と打ち合わせの上、公正なレーティングを決定し
てください。決定したレーティング、その他必要事項をエントリー用紙に全て記入の上、申し込み店舗様で回収、確認、サインを行なって
頂き、下記運営本部までFAX送信してください。
レーティングは、カードレーティングでは無く、トーナメント用スタッツを参加店舗にて取得して下さい。PHOENIX以外のマシンでスタッツを
算出した場合には、必ず 当大会専用レーティング換算表にて換算を行なって下さい。各ショップの責任者様は適当でないと思われる
レーティングの場合、サインをしないようお願いいたします。
当大会専用レーティング換算表はこちら　→　http://www.dacos.jp/dacosclassic/2011saitama/pdf/kansan.pdf

《エントリー受付期間》
※※※※2011201120112011年年年年6666月月月月20202020日日日日（（（（月月月月））））PMPMPMPM12121212::::00000000よりよりよりより受付開始受付開始受付開始受付開始

本トーナメントに関するお問合せ、エントリーは申込み店舗経由にてお問合せ下さい。
※プレイヤー様からの直接のご質問等は、お受け出来ませんのでご了承下さい。

エントリーエントリーエントリーエントリーおおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先：（：（：（：（株株株株))))ＤＡＣＯＳ　ＴＤＡＣＯＳ　ＴＤＡＣＯＳ　ＴＤＡＣＯＳ　ＴELELELEL：：：：04040404----7110711071107110----0601060106010601　　　　

受付締切日受付締切日受付締切日受付締切日　　　　※※※※2011201120112011年年年年7777月月月月11111111日日日日（（（（木木木木））））PMPMPMPM12121212：：：：00000000

14：30～

試合開始予定受付時間

13：00～14：00

13：00～14：00

14：30～

14：30～

シングルス

（締切以降のキャンセル及び変更は一切受け付けません。）

Div 5 10：00～

13：00～

MAX

Div 1

Div 2

Div 3

Div 4

Div 6



開催内容開催内容開催内容開催内容

■■■■ダブルストーナメントダブルストーナメントダブルストーナメントダブルストーナメント((((MAXMAXMAXMAX・・・・DivDivDivDiv1111～～～～6666)/)/)/)/シングルストーナメントシングルストーナメントシングルストーナメントシングルストーナメント

※シングルスはエントリー制です。プレミアシングルスではありません。

※※※※シングルスシングルスシングルスシングルスははははダブルスダブルスダブルスダブルスににににエントリーエントリーエントリーエントリーしたしたしたした方方方方のみのみのみのみエントリーエントリーエントリーエントリー可能可能可能可能ですですですです。。。。

　（　（　（　（シングルスシングルスシングルスシングルスのみののみののみののみのエントリーエントリーエントリーエントリーはできませんはできませんはできませんはできません。）。）。）。）

※※※※1 1 1 1 ： ： ： ： 上位上位上位上位フライトフライトフライトフライトよりよりよりより規定組数規定組数規定組数規定組数でででで各各各各ディビジョンディビジョンディビジョンディビジョンにににに振振振振りりりり分分分分けますけますけますけます。。。。
※※※※2 2 2 2 ： ： ： ： 申申申申しししし込込込込みみみみ状況状況状況状況によりによりによりにより規定組数及規定組数及規定組数及規定組数及びびびびディビジョンディビジョンディビジョンディビジョン数数数数がががが変更変更変更変更になるになるになるになる場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。ごごごご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。

ルールルールルールルール説明説明説明説明

■■■■予選予選予選予選ラウンドロビンラウンドロビンラウンドロビンラウンドロビン
予選予選予選予選ブロックブロックブロックブロック上位上位上位上位２２２２チームチームチームチームがががが決勝決勝決勝決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメントへへへへ進出進出進出進出いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

　★予選順位は以下の方式により確定いたします。（２レッグ先取がセット勝利）

　　（１）セット勝利数　　（２）勝ちレッグ数　　（３）負けレッグ数　　（４）該当チームの直接対戦

　　（５）３チーム以上が全て同点の場合、該当チーム（ダブルスで）同士でカウントアップ勝負

※エントリー状況によりブロックチーム数は変更になる場合がございます。

※チーム数が異なるブロックでも決勝トーナメント進出への条件に対するハンディキャップは設けません。

■■■■決勝決勝決勝決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント
シングルトーナメントシングルトーナメントシングルトーナメントシングルトーナメント方式方式方式方式でででで行行行行われますわれますわれますわれます。。。。（２レッグ先取が勝利）

　各デヴィジョンの予選のゲーム内容と同じフォーマットでの試合となります。

　決勝トーナメントの組み合わせは、各ブロックの順位にて決定されます。

■■■■各各各各ゲームルールゲームルールゲームルールゲームルール詳細詳細詳細詳細
◎◎◎◎ゲームラウンドゲームラウンドゲームラウンドゲームラウンド数数数数

◎◎◎◎ゼロワンゲームゼロワンゲームゼロワンゲームゼロワンゲーム（（（（全全全全フライトフライトフライトフライト共通共通共通共通））））

　・先攻/後攻の決定

　　1レッグ・3レッグの先攻は、じゃんけん→コークで決めます。2レッグは、1レッグの敗者チームが先行。

　　　※両者がコークした後、必ず両チームの代表者がビット数を確認して下さい。

　　　　同ビットだった場合は、先攻/後攻を入れ替えで再スロー。1スロー目のダーツは刺したままで行います。

　・勝敗の決定　：　設定ラウンド内に勝敗が決定しなかった場合は以下の方式で勝敗を確定いたします。

　　　点数の残りに関係無く、該当試合に出場した選手1名同士によるジャンケン→コークにて決定する。

◎◎◎◎クリケットゲームクリケットゲームクリケットゲームクリケットゲーム（（（（全全全全フライトフライトフライトフライト共通共通共通共通））））

　・勝敗の決定　：　設定ラウンド内に勝敗が決定しなかった場合は以下の方式で勝敗を確定いたします。

　　　　ラウンド終了時に点数の高いチームが勝者

　　　　ラウンド終了時に同点だった場合は、該当試合に出場した選手1名同士によるじゃんけん→コークにて決定する。

　　　　（マーク数は、勝敗に関係しません）

ゲームゲームゲームゲーム 301301301301 501501501501 701701701701 CRICKETCRICKETCRICKETCRICKET

ラウンドラウンドラウンドラウンド数数数数 10 15 15 15

組数組数組数組数 OPTIONOPTIONOPTIONOPTIONクラスクラスクラスクラス ゲームゲームゲームゲーム

-

501-S・Cricket-501

MASTER-OUT

Div 1 701-S・Cricket-701 50組 -

MAX

・個人Rt・チーム
Rt

共に上限無し
Rt上位よりDivision
分けを行います

Div 3

MASTER-OUT

501-S・Cricket-501

301-S・Cricket-301 40組 -

70組 -

-

70組 -

TeamTeamTeamTeam
RtRtRtRt

上限上限上限上限

個人個人個人個人
RtRtRtRt

上限上限上限上限

64名

701-S・Cricket-701

70組

501-S・Cricket-501

30組

501-S・Cricket-501

70組

シングルス Rt16～上限無し 701-S・Cricket-701

Div 4

Div 2

Div 6

Div 5

2011201120112011年年年年　　　　7777月月月月17171717日日日日（（（（日日日日））））

エントリーは必ずPHOENIXレーティング（Ｒｔ３０）を記入して下さい。



エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーのおのおのおのお支払支払支払支払いいいい方法方法方法方法

　　　　a a a a ：：：：エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーはははは受付店舗様毎受付店舗様毎受付店舗様毎受付店舗様毎にておにておにておにてお支払支払支払支払いいいい下下下下さいさいさいさい。。。。個人様個人様個人様個人様のおのおのおのお振込振込振込振込みはごみはごみはごみはご遠慮願遠慮願遠慮願遠慮願いますいますいますいます。。。。

　　　　　　　　b b b b ：：：：エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーのののの支払支払支払支払いがいがいがいが確認出来確認出来確認出来確認出来たたたた時点時点時点時点でででで、、、、エントリーエントリーエントリーエントリー確定確定確定確定といたしますといたしますといたしますといたします。。。。受付店舗様受付店舗様受付店舗様受付店舗様はははは、、、、回収後速回収後速回収後速回収後速やかにやかにやかにやかに下記口座下記口座下記口座下記口座にごにごにごにご入金入金入金入金くださいくださいくださいください。。。。

　　　　　　　　c c c c ：：：：エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーのののの請求書請求書請求書請求書はははは発行発行発行発行いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。エントリーリストエントリーリストエントリーリストエントリーリストににににUPUPUPUPされたされたされたされたPLAYERPLAYERPLAYERPLAYERののののフィーフィーフィーフィーはははは各店舗様各店舗様各店舗様各店舗様がががが確認確認確認確認してしてしてしてエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィー

　　　　　　　　　　　　　　　　入金締切日入金締切日入金締切日入金締切日までにおまでにおまでにおまでにお振込振込振込振込みみみみ下下下下さいさいさいさい。。。。入金締切日入金締切日入金締切日入金締切日までにまでにまでにまでに御入金御入金御入金御入金がないがないがないがない場合場合場合場合、、、、キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルとなりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので御注意下御注意下御注意下御注意下さいさいさいさい。。。。

　　　　dddd：：：：おおおお振込振込振込振込みはみはみはみは必必必必ずずずず店舗名店舗名店舗名店舗名でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

　　　　　　　　e e e e ：：：：振込振込振込振込みみみみ手数料手数料手数料手数料はははは店舗様店舗様店舗様店舗様のごのごのごのご負担負担負担負担となりますとなりますとなりますとなります。。。。

　　　　　　　　ffff：：：：エントリーエントリーエントリーエントリー最終決定権最終決定権最終決定権最終決定権はははは、、、、運営本部運営本部運営本部運営本部にあるものとしますにあるものとしますにあるものとしますにあるものとします。。。。

おおおお振込先振込先振込先振込先：　：　：　：　三菱東京三菱東京三菱東京三菱東京UFJUFJUFJUFJ銀行銀行銀行銀行　　　　　　　　五香支店五香支店五香支店五香支店　　（　　（　　（　　（普普普普））））０１６９７５４０１６９７５４０１６９７５４０１６９７５４
株式会社株式会社株式会社株式会社ＤＡＣＯＳＤＡＣＯＳＤＡＣＯＳＤＡＣＯＳ

マナーマナーマナーマナー

　・ダーツの試合を行なうに相応な服装でのご来場・ご入場をお願い致します。

　・携帯電話は電源をOFFにするか、マナーモードに設定し、試合の妨げにならない様にして下さい。

　・試合中のプレイヤー以外は、試合区域（テーブルよりマシン側）へ入らないで下さい。

　・節度をもった応援を心がけて下さい。誹謗・中傷、ヤジ・罵声等は止めて下さい。

　・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。

　　　　・・・・試合中試合中試合中試合中マシンマシンマシンマシンのののの隣隣隣隣でのでのでのでの練習練習練習練習はしないではしないではしないではしないで下下下下さいさいさいさい。（。（。（。（大会係員大会係員大会係員大会係員がががが、、、、指摘指摘指摘指摘したしたしたしたマシンマシンマシンマシンでのでのでのでの練習練習練習練習もももも同様同様同様同様ですですですです。）。）。）。）

注意事項注意事項注意事項注意事項

・・・・外部外部外部外部からのからのからのからの飲食物飲食物飲食物飲食物のののの持込持込持込持込はははは一切禁止一切禁止一切禁止一切禁止となりますとなりますとなりますとなります。（。（。（。（発見次第発見次第発見次第発見次第、、、、回収回収回収回収させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。）。）。）。）

・・・・おおおお席席席席にはにはにはには限限限限りがりがりがりが御座御座御座御座いますいますいますいます。。。。先着順先着順先着順先着順とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きききき、、、、おおおお席席席席にににに関関関関するするするする苦情等苦情等苦情等苦情等はははは一切一切一切一切おおおお受受受受けできませんのでけできませんのでけできませんのでけできませんので御了承下御了承下御了承下御了承下さいさいさいさい。。。。
　（　（　（　（エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーはあくまでもはあくまでもはあくまでもはあくまでも大会参加費大会参加費大会参加費大会参加費でありでありでありであり、、、、席料席料席料席料をををを含含含含むものではありませんむものではありませんむものではありませんむものではありません。）。）。）。）

　・未登録代替プレーヤーは出場できません。

　・喫煙指定場所以外での喫煙は禁止致します。

　・当日は、会場内で酒類の販売を行ないます。ご来場の際は公共の交通機関をご利用下さい。

　・自動車・原動機付自転車等でご来場の方への、酒類の販売は一切行ないません。

　・試合及び大会進行の妨げになる行為の一切を禁止致します。

　・ストロボを使用した、写真撮影は禁止致します。

　・本大会を成功させるべく、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

失格失格失格失格についてについてについてについて

申告申告申告申告レーティングレーティングレーティングレーティングにににに対対対対してしてしてして明明明明らかならかならかならかな差異差異差異差異がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合、、、、失格失格失格失格とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

　b ：審査は、申告制とします。

　d ：決勝トーナメン中の場合、該当試合ロスターカード提出時のみ申告可能です。　（次試合が始まってからの申告は無効となります。）

　e ：レーティングに明らかな差異が生じ、失格となったペアの処遇についての異議・申立ては一切受付けることが出来ませんので予めご了承下さい。

　f ：申告レーティングと当日の試合レーティングのみで審査させて頂きます。

　g ：最上位フライト及び各シングル戦については、この限りではありません。

1111回目回目回目回目のののの試合試合試合試合のののの呼呼呼呼びびびび出出出出しからしからしからしから10101010分以内分以内分以内分以内にににに該当該当該当該当マシンマシンマシンマシンまでおまでおまでおまでお越越越越しししし頂頂頂頂けないけないけないけない場合場合場合場合、、、、失格失格失格失格とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

円滑円滑円滑円滑なななな大会進行大会進行大会進行大会進行のののの為為為為、、、、ごごごご理解理解理解理解とごとごとごとご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

　c ：予選中の場合、該当試合（ブロック）対戦チームからの申告があった時のみ行ないます。
      また、申告締切りは、該当予選BL終了10分後までとします。

エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィー入金締切日入金締切日入金締切日入金締切日：　：　：　：　2011201120112011年年年年7777月月月月12121212日日日日（（（（火火火火））））15151515：：：：00000000迄迄迄迄

　a ：予選ブロック全ゲームの平均が申告レーティングに対して7ポイント以上高く出た場合。
　　　（決勝トーナメント中については、該当試合までの全ゲームと、予選ブロック全ゲームを合算して審査します。）

　※本トーナメント主催者は主観的な判断および自主的な判断のもと、進行の妨げ、
　　　あるいはその可能性があるプレーヤーまたはチームを本トーナメントから排除する権利を有します。

　※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を個々の来場者への
　　　受託・了承などの確認や金銭的な保証を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。


