
□　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

501-501-チョイス※01はオープンインマスターアウト

呼び出しは3回までです。3回目の呼び出しから5分以内に試合を行うことが出来ない場合は
該当試合を含め、それ以降の試合もすべて不戦敗となります。

□　予選の順位はロビン毎で次の優先順位で決定する　①セット勝利数②得失レッグ数③直接対決
　　　①～③で順位がつかない場合はカウントアップを行い勝者が上位となる。

10 15 15

受付終了時間までに受付が完了していないチームは、失格とさせて頂きますのでご注意ください

ゲーム内容

じゃんけん＆コークで決定します。2レッグ目は１レッグ目の敗者が先攻となります。
コークの際、必ず両チームの代表者がビット数を数えてください。
同ビットだった場合は、コーク時の先攻後攻を入れ替えて再スローを行ってください。

プラチナレディース

□　先攻後攻は１レッグ目、じゃんけんにて決定し、２レッグ目は１レッグ目後攻だったプレーヤーが

ダブルスとの重複参加OK

501-501-チョイス※プロモード

□　先攻・後攻の決定(ダブルストーナメント)

ラウンド設定

□　決勝トーナメント：シングルエリミネーション

シングルトーナメント 参加費：個人1000円

■参加申込受付期間

東京都豊島区西池袋1-37-12 ロサ会館8階

Range

1

3

ゲーム内容

701-クリケット-701（Master out）

501-クリケット-501

501-クリケット-501

501-クリケット-501

　2019年9月27日（金）18：00～10月23日(水)24：00まで

参加費：個人3500円(チーム7000円)　チームレーティング上限42

シングルトーナメントは14：00開始予定です。

シングルトーナメントのみ参加される方は13：30までに受付を完了してください。

【ゲームフォーマット】

ダブルストーナメント 

4 301-クリケット-301

ダブルスは9：50までに受付を完了してください

MAX

2

□　予選：ラウンドロビン

その他のルール

※シングルトーナメントは14：00開始予定となっています。
□　シングル参加希望者は『シングルスエントリー用紙』へ記入しFAX下さい。

□　試合はシングルエリミネーションで行います。
　　　先攻となる。３レッグ目はジャンケン＆コークで決定する。

クリケット
15

■　各ゲームのラウンド設定

その際は、１スロー目のダーツは刺さった状態で行います。

プラチナメンズ

名称

free

free

レーティング上限

ゲーム 701501

第11回TiTO CUP  開催概要
大会特設ページ　http://da-topi.jp

大会日時：2019年10月27日（日）

開場/9：00　スタート/10：00

申込順に受付、出場枠が埋まり次第、受付終了とさせていただきます。

受付期間外のFAXは無効とさせていただきます。ご注意ください。

参加費にはゲーム代も含まれます。

本大会はフェニックスレーティングを採用しています。

個人での振り込みは受付致しません。

会場 ダーツスタジアム 池袋

■　試合開始／選手呼び出しについて

　　 振り分けいたします。

301

□　予選通過チーム数は基本的にラウンドロビンの上位3チームとなります。
□　予選通過チーム数は、ラウンドロビン内のチーム数により変更になる場合がございます。



継続してください。ただし、誤ったスローであっても、プレーヤーチェンジ後に対戦相手がスローを

行いません。未成年者による、飲酒・喫煙が発覚した場合、通報の上、失格とさせて頂きます。
その際、担当保護者及び飲酒・喫煙を進めた選手も併せて失格とさせて頂きます。

ダーツは有効とします。その場合は、プレーヤーチェンジボタンを押した後、カウントします。
但し、ダーツがボードに刺さらなかった場合は、無効となります。

■　失格に関して
受付終了時間までに、受付を完了していないチームは失格となります。

ゲーム中におけるプレーヤーのスロー順の変更は出来ません。(レッグごとのスロー順は変更可能です)
チーム内において誤ったスロー順でスローを行ってしまった場合、そのラウンドはノースコアとします。
該当ラウンドをノースコアに修正し、プレーヤーチェンジを行った後に、対戦相手のスローから試合を

サンドバッキングは予選ラウンドを対象とします。

【エントリーの流れ】

【大会参加資格】

その他、故意または過失による違反行為や、大会進行を妨げる行為などがあった場合、主催者は
該当のプレーヤー及びチームを失格とする権利を有するものとします。

投げる順番は、そのゲームの先攻チームからとなります。

■　スロー順／プレーヤーチェンジに関して

対戦相手がプレーヤーチェンジボタンを押し忘れ、次のプレーヤーがスローを行った場合、刺さっている

予めご了承ください。

■　クリケットゲーム　ラウンドオーバー時の勝敗決定
設定ラウンド内に勝敗が決定しなかった場合は、ラウンド終了時に点数の高いチームが勝者となります。

　　店舗責任者の方は、適正でないとご判断された記載事項には、絶対に承認を行わないようにお願い致します。

STEP③　FAX申込

ラウンド終了時点に同点だった場合は、コークにて決定してください。

申告レーティングに対して明らかな差異が生じた場合。失格とさせて頂きます。

　　フェニックスレーティングは、カードのレーティングでは無く、新規でスタッツを取得してください。

　　エントリー用紙をFAXにてお送りください。

STEP④　エントリーの確認、エントリー費のお振込み
　　大会webサイトにて、エントリー状況をご確認いただき、期日までにエントリー費のお振込みをお願い致します。

エントリー完了
　　大会当日は受付にてロスターカードが配られます。ロスターカードには予選で使用するマシン番号が

　　記載されています。また、参加・年齢認証としても機能いたしますので、会場内では常に見えるところに

　　店舗責任者に記入済みのレーティング記入シートを提出してください。

STEP①　エントリー用アベレージスタッツの算出

　　携帯をお願い致します。

　　※フェニックス以外のマシンのレーティングはフェニックスレーティングに換算してください。(参照：換算表)

STEP②　エントリー用紙への記入、参加店舗の承認

　　必要事項をエントリー用紙に全てご記入ください。エントリー店舗様は確認の上、サインを行ってください。

　　算出したレーティングはレーティング記入シートに記録してください。

ご理解とご協力の程、お願い致します。

行った場合は、その時点でそのラウンドは有効となります。

　　エントリー店舗にて、最新の01・クリケットのそれぞれ10ゲームのスタッツからフェニックスレーティングを算出してください。

大会主催者がサンドバッキングと判断したチームは、失格とさせて頂きます。

【サンドバッキングに関して】

■　０１ゲーム　ラウンドオーバー時の勝敗決定
設定ラウンド内に勝敗が決定しなかった場合は、コークにて決定してください。
投げる順番は、そのゲームの先攻チームからとなります。

プレーヤーチェンジボタンを押した後、マシンでプレーヤーチェンジが完了する前にスローし、カウント
されなかったダーツは無効となります。

審査は申告制とし、予選ラウンドが終了し、決勝トーナメントが始まる前に対戦チームから申告が

会場内は風俗営業法及び青少年保護条例に基づき、16歳未満の方の18時以降の入場、18歳未満の方の
22時以降の入場をお断りさせていただきます。また、会場内における未成年者への酒類の販売は一切

■大会当日に満18歳以上であること
　　　身分証明書の提示をお願いする場合もございます。来場の際は必ずご持参願います。
■満20歳未満の場合、保護者同伴での来場及び未成年マークの提示を必須とします。
　　　エントリー締め切り日までに、未成年誓約書の提出を行ってください。
■主催が認める受付店舗からの受付のみとさせていただきます。
　　　受付店舗サイン・店舗または担当者印が必要です。

【入場規制】

あった時のみ審査いたします。

審査の結果失格となった場合、プレーヤー及び店舗関係者からの異議申し立ては一切お受け致しません。



・受付店舗様は、参加者のエントリー費をお集め頂き、期日までに上記口座へご入金をお願い致します。
・エントリー費は受付店舗様単位でのお支払いとなります。個人でのお振込みは受付致しかねます。

・ご入金が確認できないとエントリー確定となりません。
・エントリー確定は、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。

西日本シティ銀行　天神北支店　（普）3044534　株式会社メインイベント
　※お振込みの際には、必ず店舗名でのお振込みをお願い致します。

　※振込手数料はご負担くださいますようお願い致します。 振込期日はエントリ－受付終了日までとなります

変更やキャンセルに関する受付はエントリー締切日までとさせて頂きます。

　　お振込みが完了しましたら、振込確認書に必要事項を記入の上、フェリックス大会事務局にFAXしてください。

【エントリーの変更・キャンセル】

【振込確認書の送信】

【エントリー費のお支払い方法】

尚、エントリー締切日以降のキャンセルについては、エントリー費のご返金は致しかねます。予めご了承ください。
キャンセル時のご返金に関しては、お振込み手数料を差し引かせて頂いた上でご返金を行わせて頂きます。
エントリー内容に変更が発生した場合は、速やかに事務局までご連絡下さいますようお願い致します。

　万が一、紛失・盗難・置き引き等被害に遭われましても主催者は一切の責任を負いかねます。

・不測の事態によって、開催中止を余儀なくされた場合は、WEB掲載及び店舗様経由にて開催中止の
　ご連絡をさせて頂きます。尚、その際の処理に関しましてはエントリー店舗様経由にて行わせて頂きます。
　参加選手と事務局間でのお問い合わせに関しては受付いたしかねます。予めご了承ください。
・主催者は、主観的な判断及び自主的な判断のもと、進行の妨げ、あるいはその可能性のある選手、
　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。

・振込期限までにご入金いただけない場合、エントリーを取消させていただく場合があります。ご注意ください。

・フラッシュ、ストロボ等を使用した写真撮影は、試合の妨げとなるため禁止とさせて頂きます。

・外部から会場内へのドリンクの持ち込みは一切禁止とさせて頂きます。フードは持ち込み可。

・携帯電話の電源を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。
・試合中の選手以外は試合区域（テーブルよりマシン側）へ入らないでください。
・節度をもった応援をお願い致します。誹謗・中傷・ヤジ・罵声・奇声等はやめて下さい。
・試合中、パートナー以外の方は、試合中の選手にアドバイスを行わないようにお願い致します。
・大会進行の妨げとなりますので、空マシンでのゲームや練習は行わないようお願い致します。

・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。

・お車でご来場の方、並びに未成年への酒類の販売は一切行いません。
・未登録の選手は代替参加できません。
・同日開催の別大会との重複エントリーはできません。
・喫煙は指定の場所で行っていただきます。また電子タバコ等も同じく喫煙エリアでお願いいたします。

【その他注意事項】

・ダーツの試合を行うに相応な服装にてご来場くださいますようお願いいたします。

・貴重品の管理は各自の責任で保管・携帯をお願いします。　

【マナーに関して】



こちらで計測された数値をもとに
各フライトへ申込ください

※この用紙はFAXの必要ありません。

必ず店舗様に提出してください。
この用紙は
大会終了まで各店舗にて保管をお願い致します。

お問合せ先：株式会社フェリックストーナメント実行委員会　TEL：092-292-7361

■フェニックスレーティング(30段階)でレーティングを取得できない際は、レーティング換算表を参照し記入してください。

【個人A】 【個人B】

個人レーティング記入シート
　　※記入時の注意事項
　　　　　①プレーヤーの方は必ずエントリー店舗で試技を行ってください。

　　　　　②レーティングはフェニックスレーティングを記載してください。

　　　　　③公平な大会運営を行う為にも不正等無きようお願い致します。

　　　　　④こちらの確認シートとエントリー用紙に店舗様から承認のサインをもらって下さい。

leg2 leg2

leg3 leg3

氏名(カタカナ)

０１ゲームRt クリケットRt

leg1 leg1

leg7 leg7

leg4 leg4

leg5 leg5

氏名(カタカナ)

０１ゲームRt クリケットRt

leg1 leg1

leg10 leg10

leg8 leg8

leg9 leg9

leg6 leg6

leg4 leg4

leg5 leg5

leg2 leg2

leg3 leg3

leg8 leg8

leg9 leg9

leg6 leg6

leg7 leg7

平均 平均平均 平均

leg10 leg10

合計 合計合計 合計

店舗責任者確認サイン

※換算表を下にフェニックスレーティングで記載してください。小数点以下はおおよそで記入ください。

01ゲームとクリケット
の平均Rt

01ゲームとクリケット
の平均Rt

二人の平均Rtを合計し
た数値



▼申込受付ショップサイン▼
※必ずお店の方がサインをしてください。別紙の要項・手順もご確認の上お申込ください。
※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1年の期間、参加をお断りさせていただきます。

◆今大会はドリンクブースを設けておりますので、ドリンクの持ち込みはできません。※フードの持ち込みは可。  
◆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。
◆一旦エントリーが受領された場合、エントリーフィーの返還は行いません。
◆エントリーをキャンセルされる場合は10月23日(水)までに必ず連絡をお願いします。
　それ以降のキャンセルにつきましては、エントリーフィーをお支払い頂くことになりますのでご注意ください。

FAX送信先：03-6206-0807／Darts Shop TiTO 秋葉原店

　第11回TiTO CUP
大会日時：2019年10月27日(日)

ダブルス
参加申込書

▼参加申込内容▼※全ての項目を記入してください。空欄のあるものは無効とします。

PLAYER　１ PLAYER　２

性別　／　年齢
（　　男　・　女　　）　（　　　　　　歳） （　　男　・　女　　）　（　　　　　　歳）

※未成年者（20歳未満）の方は誓約書が必要 ※未成年者（20歳未満）の方は誓約書が必要

個人レーティング

エントリーSHOP

本人連絡先

フリガナ

名　　　前

連絡先 店舗：　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　／　担当者：　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　

店舗住所

本状の提出をもって本大会の規約とルールに同意・承諾したものとみなします。

◆主催者が認めない店舗からの申込やそれらのオーナー及びスタッフの　参加はお断りさせていただきます。

チームレーティング
参加費：3,500円(お一人様)
※申込ショップへお支払いください。
※上記参加費にゲーム代が含まれま
す。PHOENIXレーティング基準 ※チームレーティング上限42

ショップ名

（担当者名：　　　　　　　　　　　　）

【ディーラー名】

※申込期間外に送られたFAXは無効となりますのでご注意ください。

◆また主催者が認めない店舗のオーナー及びスタッフ、並びに主催者が認めない店舗や団体のロゴ入りユニフォーム着用での

　9月27日(金)18:00～10月23日(水)24:00
FAX：03-6206-0807

　入場はお断りいたします。
◆ゲーム中の喫煙は禁止ですのでご了承下さい。 

【参加申込受付期間】



PHOENIXレーティング基準

▼申込受付ショップサイン▼
※必ずお店の方がサインをしてください。別紙の要項・手順もご確認の上お申込ください。
※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1年の期間、参加をお断りさせていただきます。

◆今大会はドリンクブースを設けておりますので、ドリングの持ち込みはできません。※フードは持ち込み可。  
◆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。
◆一旦エントリーが受領された場合、エントリーフィーの返還は行いません。
◆エントリーをキャンセルされる場合は10月23日(水)までに必ず連絡をお願いします。
　それ以降のキャンセルにつきましては、エントリーフィーをお支払い頂くことになりますのでご注意ください。

FAX送信先：03-6206-0807／Darts Shop TiTO 秋葉原店

第11回TiTO CUP
大会日時：2019年10月27日(日)

シングルス
参加申込書

▼参加申込内容▼※全ての項目を記入してください。空欄のあるものは無効とします。

PLAYER

連絡先 店舗：　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　／　担当者：　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　

本人連絡先

フリガナ

名　　　前

（　　男　・　女　　）　　　　　　　（　　　　　　歳）

※未成年者（20歳未満）の方は誓約書が必要
性別　／　年齢

ショップ名

（担当者名：　　　　　　　　　　　　）

【ディーラー名】

個人レーティング

エントリーSHOP

参加費：1,000円(お一人様)
※申込ショップへお支払いください。
※上記参加費にゲーム代が含まれます。

個人レーティングに上限はありません

FAX：03-6206-0807

店舗住所

本状の提出をもって本大会の規約とルールに同意・承諾したものとみなします。

　9月27日(金）18:00～10月23日(水)24:00

※申込期間外に送られたFAXは無効となりますのでご注意ください。

　入場はお断りいたします。
◆ゲーム中の喫煙は禁止ですのでご了承下さい。 

【参加申込受付期間】

◆また主催者が認めない店舗のオーナー及びスタッフ、並びに主催者が認めない店舗や団体のロゴ入りユニフォーム着用での
◆主催者が認めない店舗からの申込やそれらのオーナー及びスタッフの　参加はお断りさせていただきます。



⇒ 名

⇒ 円

▼備考欄▼

092-292-7362 参加申込書とはFAXの送り先が異なりますのでご注意下さい

※振込み手数料はショップ様ご負担にてお願いします。※ショップ様名義にてお振込み下さい。 

振込期限：10月24日(木)15：00

☑エントリーして
いるイベントに

チェックを入れてく
ださい

☑エントリーして
いるイベントに

チェックを入れてく
ださい

参加者名参加者名

※お振込み後は必ずこちらにご記入の上FAXをお願いします。FAX送信先

※参加費はﾀﾞﾌﾞﾙｽ1名3,500円、ｼﾝｸﾞﾙｽ1名1,000円となります

参加人数合計

振込合計金額
担当者名

振込日 　　　月　　　　日付

ショップ名
（振込名義）

 第11回TiTO CUP 　(2019.10.27) 【振込確認書】
※申込書ではありません！

振込
先

西日本シティ銀行　天神北支店　(普)3044534　株式会社 メインイベント 

(お名前)

(ご連絡先)
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未成年誓約書 
 

 株式会社 フェリックス  殿 
 

私は、この度                     にエントリーするにあたり、次のことを誓約いたします。 

万が一違反した場合には、保護者と共に連帯して失格処分や出場停止の他、いかなる厳正なる処分

を受けても異議はありません。 

※原則 16歳未満は 18：00以降、18歳未満は 22：00以降の会場内への立ち入りは法律により禁止と

なっております。迅速な運営を心がけておりますが、法律に定められた時間になり次第退出していた

だくこととなります。法令に基づく健全な大会運営の為、ご理解ご協力をお願い申し上げます。 

 

1. 私は未成年の為、飲酒・喫煙を一切行いません。 

（※万が一発見した場合、警察へ通報のうえ保護者と共に失格と致します。） 

2. この度、エントリー時に提出した個人情報に一切の偽りはありません。 

3. 大会開催期間中、会場内で係員の指摘及び指示に従います。 

4. 大会開催期間中、会場内では常に『未成年者マーク』を携帯及び表示します。 

5. 未成年カードをはずし失格処分となっても異議申し立てはいたしません。 
以上 

 

平成  年  月  日 

（誓約者本人） 誓約者住所                             

誓約者氏名                        印   

誓約者年齢       才 

（保護者）  保護者住所                            

保護者氏名                        印   

保護者年齢       才 

必ず直筆での署名・捺印をお願い致します。 

※ 提出が無い場合、エントリーを取り消しいたします。 

 

署名・捺印の上大会事務局まで郵送してください。※FAXでは受付できません。 

 

満２０歳未満の場合、保護者同伴及び未成年マークの掲示を必須とします。 

大会参加には事前申請が必要です。 

未成年者誓約書は必ずご熟読の上、ご本人・保護者の方より署名・捺印いただき、大会事務局までご郵送くださ

い。不備のもの及び FAXでは受付いたしません。 

大会当日、受付時に未成年カードをお渡しします。 

大会開催中は常に「未成年者マーク」を携帯及び表示をしていただきます。  

未成年者への酒類の販売は一切行いません。飲酒・喫煙が発覚した場合、通報の上失格となります。 

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。 

未成年カードをはずされた場合は失格となります。 

※公的身分証明書の提示を要求する場合もございます、ご持参下さい。 

【郵送先】 

Darts Shop TiTO秋葉原 〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町 1番地 岩本ビル 2F 
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