
【会場】

【住所】

【TEL】

⇒

⇒

※試合ゲーム料金は参加費に含まれております。

※SHOPからの事前振込となります。個人様でのお振込みは受付できません。

※賞品:入賞者(３位まで)トロフィー、協賛品等。

※その他詳細はインフォメーションサイトにて確認してください。

●本大会はフェニックスレーティングを基準とし、ダブルス及びシングルスはサンドバッキングシステムを採用いたします。
●ショップサインは必ずショップ様より頂いてください。ショップサインが無い場合は受付できません。

●ショップの方は適当でないと思われるレーティングの方にはサインをしないでください。
●ダブルスはパートナーとの合計レーティングによって出場Divisionが決定されます。
●ダブルス及びシングルス予選はラウンドロビンで試合を行います。各パートの上位チームが決勝トーナメントへ進出します。
●決勝トーナメントはシングルエリミネーションで試合を行います。
●ダブルスはジャンケン＆コークにて先攻を決定し,コークはビット数がより中心に近い方の勝ちとします。
　2レッグ終了時点で1勝1敗の場合はジャンケン&コークで先攻を決め、3レッグ目の01で勝敗を決定します。
●シングルス（レーティング差2以内）の場合はジャンケンにて先攻を決定します。1レッグ目後攻の選手は2レッグ目は先攻となり、
　2レッグ終了時点で1勝1敗の場合3レッグ目はジャンケン＆コークにてコークで勝った方が先攻かゲームを選んでください。
●シングルスでレーティング差3以上の場合、オール先行そして3レッグ目は先行とゲームチョイスが付きます。
●2OUT OF 3GAMES(先に2レッグ先取したチームが勝利となります。)
●クリケットは15ラウンドで終了とします。
●01ゲームで規定ラウンド中にフィニッシュ出来なかった場合はコークで勝敗を決めます。

●クリケットゲームで規定ラウンド中(15ラウンド)にフィニッシュ出来なかった場合は､ゲーム終了時点で得点の
   高いチームの勝ちとなり､同点の場合はコークで勝敗を決定します。
●各パート(ラウンドロビン)にて試合を行います。ロスターカードに書かれた予選パート・マシンナンバーを必ず確認して下さい。

　※コントロールにて該当チームの呼出は行いません。

●パート別に定めたマシンの前に対戦表がありますので対戦表の順番を各自確認してください。

　対戦表に書かれた試合順に従って試合を進行してください。（対戦ボードはロスターカードで確認してください）
●試合が終了後、対戦表に各個人のレーティングと結果を記入してください。
　記入された結果は同パート内の各チームにて必ず確認してください。
●全予選ラウンドロビン終了後、集計されたレーティングから個人レーティング平均を算出します。
　そこで算出されたレーティングが申込時の申告レーティングを5以上、上回った場合は失格となります。
●試合中マシントラブルがあった場合、必ずスタッフの指示のもと進行してください。
●失格になった場合、参加費の返還はありません。

●ジャンケンで先攻・後攻を決めます。※1レッグ目後攻の選手は2レッグ目は先攻となります。

●3レッグのみジャンケンコークで先攻・後攻を決め、より中心に近い方がゲームチョイス若しくは先攻・後攻を決めます。

11月25日(日)2018年
●参加申込受付期間

②その他リースロケーション　※申込期間外は無効です。

①フェリックス・2ndディーラー・フェニックスディレクターのロケーション

西日本総合展示場/本館・中展示場

北九州市小倉北区浅野三丁目8-1

インフォメーションサイト ≫https://www.da-topi.jp/

レディース
個人レーティング13以上の女性が
自動的にエントリーされます。

501-501-チョイス
（チョイス：01もしくはSクリケット）

・オープンイン
・マスターアウト

メンズ
個人レーティング20以上の男性が
自動的にエントリーされます。

501-501-チョイス
（チョイス：01もしくはSクリケット）

・オープンイン
・セパレートブル
・ダブルアウト

プレミアムサーキットシングルス ゲーム内容

QRコード

※ダブルスとの同時エントリーはできません
※レーティング差3以上はオール先行ハンデ
3レッグ目は先行+ゲームチョイス

12以下

▼インフォメーションサイト

【シングルス】 対象個人レーティング ゲーム内容

シングルス 501-501-Cho  ※01オープンアウト（ハンデ有）

Division　 5 10 15 301-Sクリケット-301 48 組 (96 名)

Division　 4 13 20 501-Sクリケット-501 60 組 (120 名)

Division　 3 16 25 501-Sクリケット-501 60 組 (120 名)

Division　 2 18 30 501-Sクリケット-501 48 組 (96 名)

Division　 1 Free 35 701-Sクリケット-701 48 組 (96 名)

Division　MAX Free Free 701-Sクリケット-701 　※01マスターアウト 36 組 (72 名)

チーム

参加費：

振込期限：

【ダブルス・シングルスのみ】

※お振込み口座のお知らせ※
西日本シティ銀行　　 天神北支店
普通 ３０４４５３４
株式会社メインイベント

個人

11月22日(木) 14：00迄

申込書FAX送信先：092-292-7362 ／　お問合せ：株式会社フェリックス　TEL：092-292-7361

ZIMA・TRiNiDAD 大感謝祭 2018　(2018.11.25) 大会要項

大会日時：

開　場： 8：30～

レーティング上限
ゲーム内容

5,000円　(お一人様)

プレミアムサーキットシングルス対象者の方は９：２０までに受付を行ってください。

受付： 9：20迄　/　試合開始： 9：30～

【ダブルス】

【U-19】⇒受付:14：30迄　/　試合開始:15：00予定

受付：10：20迄　/　開会式：10：30予定

参加枠

【プレミアムサーキットシングルス メンズ・レディース】

24:0011月21日(水) 10月29日(月) 18:00 ～ 

11月21日(水) 24:0011月5日(月) 18:00 ～ 

093-541-5931



・

・

より客観的・公正なレーティングを決定してください。　

・ レーティングを決定したら別紙の参加申込書に必要事項を記入し、ショップスタッフ確認の上FAXしてください。

迄
・ 申込順に受け付け、出場枠が埋まり次第そのDivision（ディビジョン）の参加申込受付を終了致します。

・ 申込用紙をFAX 送信後、必ず下記ホームページにて受付が出来ているか確認をしてください。

・ 名前の確認が取れない場合はご連絡ください。

・ 受付期間外に送られたFAX、記入漏れのある申込書は無効となりますのでご注意下さい。

・ FAX の送受信についての苦情・クレームについてはお受け出来ません。

送信の際にはご注意ください。

迄

・ 受付を円滑に行うため、ショップ様は事前に参加者全員の参加費をご集金してください。

・ ホームページにて名前の確認が出来ましたら申込人数分の参加費をショップ 様がお振込みください。

・ ショップ単位でのお振込みとなります。個人でのお振込みは受付できません。

・ お振込み名義は必ずショップ名にてお振込みください。

・ 違うお店同士でペアを組まれた場合は申込を受け付けたショップ様にてお振込みください。

・ お振込み後は必ず振込み確認書をFAX をしてください。

・ ご入金後のキャンセル等による参加費の返還は行いませんのでご注意ください。

・ 15：00 以降のお振込みは翌日確認となります。金曜日15：00 以降のお振込みは月曜日確認になります。

・ 参加費の振込期間内にご入金の確認が取れない場合はエントリー取り消しとなりますのでご注意ください。

・本人確認を行うため、公的身分証明書を提示していただく場合がございます。※ロスターカードは必ず携帯ください。

・

・

・

・

・

・

・

必着

インフォメーションサイト≫ https://www.da-topi.jp/

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。

（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。）

・騒ぐ、暴れるなどの過剰な行動で周囲に迷惑をかける行為は控えてください。目に余る行為は実行委員会が注意を行います。

・本大会は飲食ブースを設けておりますので、飲食物の持ち込みはできません。※発見次第回収させていただきます。

・会場内は禁煙になっております。喫煙される再は必ず、大会主催者が定めたエリアでのみ喫煙してください。（電子タバコも対象となります。）

・ペア以外の第三者からの試合中のアドバイスは禁止となっております。

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、

※未成年者誓約書受付締切　：

申込書FAX送信先：092-292-7362／お問合せ：株式会社フェリックス　TEL：092-292-7361

・ストロボを使用した、写真撮影は禁止致します。

・試合を行っている隣での空き台を利用した空投げ、練習は禁止となっております。

・会場内へ動物・ペットの同伴は固くお断りいたします。

・注意2 回目の時点でプレーヤーは退場をお願いする場合があります。　※参加費の返還は行いません。

・相手が構えている時の応援や声かけは禁止です。

11月21日(水) 

・相手のミスに乗じた喜声（ラッキー、よっしゃー等）は慎んでください。

〒812－0016　福岡県福岡市博多区博多駅南3-2-20 博多ハッコウビル2F 

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。

16歳未満の方は18：00には試合が残っていた場合でも退場していただく場合がございます。また参加費の返金はございません。

【未成年者の参加について】

・大会参加時は著しく乱れた服装でのご参加はご遠慮ください。サンダル・スリッパでのご参加は禁止となります。

・試合の呼び出しコールには注意して相手チームを待たせないように速やかに試合を開始してください。

・過剰な応援は相手チーム、他の試合の妨げになりますので慎んでください。

・アルコール飲料の飲みすぎによる酪酊状態も周囲に迷惑がかかりますので注意してください。（※飲酒運転は禁止です。）

＜郵送先＞　株式会社フェリックス　大会事務局  

本大会はスタッツを提出する必要はありません。

24:00

■手順３：参加費の振込み 

　　　　　　　▼　口座変更のお知らせ　▼　

振込期限： 14:00

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

■手順２：受付確認 

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。

11月21日(水) 

11月22日(木)

▼インフォメーションサイト

※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。 

締切日：

URL

振込先

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。

ZIMA・TRiNiDAD 大感謝祭 2018　(2018.11.25)

・駐車場に限りがありますので出来るだけ公共交通機関をご利用ください。

【エントリー方法】

トーナメントスタッツではない最新の01とクリケット、20ゲームずつのスタッツを基にショップスタッフと打ち合わせの上、

※不明な点等ございましたら大会事務局迄ご連絡ください。

【大会参加・マナー】

参加申込手順

■手順１：参加申込み

・マナーアップの為にフェリックストーナメント実行委員会を設置しております。



PHOENIXレーティング基準

24:00
24:00

16

◆主催者が認めない店舗(買取店舗、フェリックスグループ離脱店等)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。

◆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入場はお断りいたします。

25
Free Free

Free

□フェリックス2ndディーラー

※　1チームもしくは1人で1枚記入してください　※

◆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

※シングルスは参加人数により
ディビジョン振り分けを行います。

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

35 30
18

（名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

チームレーティング

◆貴重品の管理は各自の責任で保管・携帯をお願いします。　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。

（名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□PHOENIX　ディレクター

□株式会社フェリックス

※本大会ゲーム内容及びルールは要項にてご確認ください。

◆本大会は飲食ブースを設けておりますので、飲食物の持ち込みはできません。※発覚次第回収させていただきます。  

4

12

    広告宣伝など商用目的に使用する権利を有します。

参加費：5,000円(お一人様)

エントリーSHOP

※未成年者（20歳未満）の方は誓約書が必要

1 2 3
ダブルス

※ダブルスとシングルスの同時エントリーはできません。

※申込ショップへお支払いください。
※試合ゲーム料金は参加費に含まれております。

MAX

PLAYER　２（※シングルス参加の方は記入不要）

名　　　前

　　Division　　　　　　　　　　　

13 10 以下

店舗住所

□その他ディーラー

◆その他詳細につきましては、インフォメーションサイトにてご確認ください。

株式会社フェリックス　TEL：092-292-7361

◆大会中に暴力的な行為を行った場合、その該当者は退場処分とし、今後一切のエントリーをお断りさせていただきます。

◆規約及びマナー違反が多い店舗に関しては、エントリーをお断りする場合もございます。ご了承ください。

※未成年者（20歳未満）の方は誓約書が必要

Division

個人上限Rt

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。

※　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。※

【参加申込受付期間】　FAX：092-292-7362

5

ショップ
サイン

▼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。

本人連絡先

性別　／　年齢

個人レーティング

チーム上限Rt

（担当者名：　　　　　　　　　    　　　）

参加申込書

（　　男　・　女　　）　（　　　　　　歳） （　　男　・　女　　）　（　　　　　　歳）

フリガナ

PLAYER　１

ZIMA・TRiNiDAD 大感謝祭 2018　(2018.11.25)

FAX送信先：092-292-7362／株式会社フェリックス　　　　　　　　　　　　　　インフォメーションサイト https://www.da-topi.jp/

シングルス

【ディーラー名】　□にチェックをしてディーラー名をご記入ください。

※シングルスにエントリーする場合はチームレーティング及びエントリーDivisionへの記入は必要ありません。

15

エントリーDivision

20

フェリックス2ndディーラー/PHOENIXディレクターのロケーション：

その他リースロケーション：

10月29日(月) 18:00 ～ 11月21日(水) 
11月21日(水) 

▼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・手順も必ずご確認ください。

※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。

11月5日(月) 18:00 ～ 

（名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



FAX送信先：092-292-7362 ※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。

迄

（お振込された方の連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⇒ 名

⇒ 円

▼トーナメントやハウス入賞特典での参加費免除の方はこちらにご記入ください。▼

▼備考欄▼

14:00までに必ず連絡をお願いします。

ZIMA・TRiNiDAD 大感謝祭 2018　(2018.11.25) 【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　普通 3044534　株式会社 メインイベント

※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。 

振込日 　　　月　　　　日付 ※参加費は1名、５，０００円となります

ショップ名
（振込名義）

参加人数合計
(参加費免除参加人数) ⇒ 名　　　　

振込合計金額

参　加
Division

参加者名
免除者に○

をつけて
ください

DOJO会員
は○をつけ
てください

参　加
Division

参加者名
免除者に○

をつけて
ください

DOJO会員
は○をつけ
てください

参加フライト 参加者名 大会参加費免除を獲得したハウス、トーナメント名 チケットNo記入

◆エントリーをキャンセルされる場合、 11月22日(木)

    連絡がな場合又期日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。

大会運営事務局　TEL：092-292-7361

振込期限： 11月22日(木) 14:00
エントリー状況はこちらから確認できます≫  https://www.da-topi.jp/

◆振込期限日までに必ずFAXしてください。



■トーナメントの流れ　　※予定となっております※

開場

プレミアムサーキットシングルス メンズ・レディース　受付

プレミアムサーキットシングルス 　試合開始

ダブルス・シングルス　受付

開会式

ダブルス・シングルス　予選ロビン開始

TRiNiDAD イベント　スタート　　※詳細は後日発表。

※TRiNiDAD イベントにつきましては後日、インフォメーションサイトもしくは

  Facebookにて発表いたしますのでご確認ください。

インフォメーションサイト ⇒ https://www.da-topi.jp/

Facebookページ ⇒ https://www.facebook.com/DartsTopics/

上記の時間は予定となっております

試合の進行状況により変更する場合がございます

その際はご了承の程宜しくお願いします

10:50予定

8:30～

～9:20まで

9:30～

～10:20まで

10:30予定

17：30予定

14：30予定 Ｕ-19　受付開始

各Ｄｉｖｉｓｉｏｎ決勝戦スタート

ZIMA ・TRiNiDAD 大感謝祭 2018　タイムスケジュール　

https://www.da-topi.jp/
https://www.facebook.com/DartsTopics/
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ダブルス参加
Ｄｉｖision

　Ｄｉｖ-

　　　　　　　年　　　月　　　日　下記の未成年者が本大会に出場することを認めます。

【U-19】　ダーツトーナメント
エントリー用紙

【参加資格】 【 参加費 】

【 会　場 】 西日本総合展示場/本館・中展示場 【TEL】 093-541-5931 無　料
【 住　所 】 北九州市小倉北区浅野三丁目8-1

② ・U-19 A　：【 501 - Cri - 501 】　 ※オープンイン/オープンアウト

【 日　時 】  受付 14：30迄  /  開始予定 15：00 （ゲーム代：無料）

TRiNiDAD 大感謝祭 2018　との同時参加可能です

11月25日(日)2018年

※オープンイン/オープンアウト

※１・３レッグ目はじゃんけんコークで先行を決めます　　/　２レッグ目は負けた方が先行となります。

▲インフォメーションサイト

【301】⇒10R   ・【501】⇒15R   ・【Cri】⇒15R 　※勝ち残り式トーナメント方式

【　U-19　シングルス 内容　】

  ① 会場でカウントアップを１ゲーム（8ラウンド）行い、

その成績により【U-19 A/U-19 B】に振り分けます。

≪　未成年
ミセイネン

誓約書
セイヤクショ

　≫
株式会社
カブシキガイシャ

フェリックス　殿
ドノ

　私は、この
ワタシ

度
タビ

本大会に
ホンタイカイニ

参加
サンカ

するにあたり、下記
カキ

の内容
ナイヨウ

を誓約
セイヤク

致
イタ

します。万
マン

が一
イチ

下記
　カキ

の誓約
セイヤク

に違反
イハン

した場合
バアイ

には、

保護者
ホゴシャ

と共
トモ

に連帯
レンタイ

して失格
シッカク

処分
ショブン

や出場
シュツジョウ

停止
　　テイシ

の他
ホカ

、いかなる厳正
ゲンセイ

な処分
ショブン

を受
ウ

けても異議
イギ

はありません。

 　　※条例
ジョウレイ

等
　トウ

により、16歳
サイ

未満
ミマン

は18:00以降
イコウ

、18歳未満は22:00以降の会場内への立入りを禁止する場合があります。

私は未成年
ミセイネン

の為
タメ

、飲酒
インシュ

・喫煙
キツエン

を一切行
オコナ

いません。

　(※万が一、発見した場合、警察への通報の上、保護者と共に失格と致します。)

この度、参加時に提出
テイシュツ

した個人
コジン

情報
ジョウホウ

に一切
イッサイ

の偽
イツワ

りはありません。

大会
タイカイ

開催
カイサイ

期間中
キカンチュウ

、会場内
　

で係員
カカリイン

の指摘
シテキ

及
オヨ

び指示
シジ

に従
シタガ

います。

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。
以　上

未成年者
本人記入欄

なまえ 年　齢

お名前 : 印 才

住 所 :

大会運営事務局　TEL：092-292-7361 / FAX：092-292-7362　　㈱フェリックス

連絡先:

連絡先:

インフォメーションサイト≫httpｓ://www.da-topi.jp/

保護者記入欄

なまえ 年　齢

お名前 :

学校名 県　　　

↓ダブルス参加者のみ記載

年　齢

※詳しくはこちらで
ご確認ください。

※参加人数によってゲーム内容を変更する場合があります。

≪ゲームラウンド数 ≫

※全て記入していただき、 11月21日(水) までに大会運営事務局までFAXをお願いします。また、原本は必ず大会当日受付にお渡しくだい。

住 所 :

※保護者とは、大会当日に
会場にて未成年者を引率す
る方になります。

※大会会場に来場及び未
成年の引率が可能な方を保
護者欄にご記入ください。

※印鑑がない場合は、出場
できません。

印 才

参加者
氏　名

なまえ
性　別

ZIMA・TRiNiDAD 大感謝祭 2018　(2018.11.25)同時開催：

男 　・ 　女 才　

・U-19 B　：【 301 - 301 - 301 】

19歳以下



以上

　印　

才　/  ※参加Division　　　

　印　

株式会社　フェリックス
〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南　3-2-20　博多ハッコウビル　2F

お問合せ：

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。

　　　　　 　年　　　　月　　　日

（誓約者本人） 誓約者住所：

誓約者氏名：

誓約者年齢：　　　

（保護者） 保護者住所：

保護者氏名：

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。

【郵送先】

株式会社フェリックス大会事務局 TEL:092-292-7361/FAX:092-292-7362

U-19に参加される方は、別紙申込書もFAXお願いします。

・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。

※１６歳未満の方が準決勝以上へ進出した場合は、関連する試合のスケジュールを優先的に進行させていた

　　だきますので予めご了承ください。
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