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11 月 4 日（土）・5 日（日） 
DARTSLIVE	 OPEN	 2017	 CHIBA 大会概要	 

開催概	 

■概要

DARTSLIVE	 OPEN	 2017	 CHIBA は一般社団法人ダーツジャパン公認トーナメントです。	 

■開催日時

平成 29 年	 	 １１月 4 日（土）・１１月 5 日（日）	 

両 日 と も に 	 受 付 	 午 前 9 時 、 開 会 式 午 前 1 0 時	 

その他の時間についてはエントリー締め切り後に発表致します。	 

※予選ラウンドの受付時間及び試合開始時間の振り分けはエントリー締め切り後に行います。

※受付時間および試合開始時間は変更になる場合があります。

■開催場所

千葉幕張メッセ	 ５ホール	 

千葉県千葉市美浜区中瀬２－１	 

０４３－２９６－０５２９	 

■参加費	 ※ゲーム代金込みの金額となります。

・４日（土曜日）	 U-22 ダブルストーナメント 2,500 円/1 名（5000 円/1 チーム）	 

マスターシングルストーナメント 	 	 3,000 円/1 名	 

オートハンデシングルストーナメント 3,000 円/1 名	 

・５日（日曜日）	 レンジ別ダブルストーナメント 6,000 円/1 名	 (12,000 円/1 チーム)	 

■大会参加資格

オープントーナメントとなっております。全てのダーツ台設置店舗からエントリーが可能です。

参加資格に特に制限は設けませんが、未成年者は大会当日に「未成年マーク」を掲示することを必須とします。

万一、保護者不在あるいは「未成年マーク」を外したことが発覚した場合はその時点で失格とさせて頂きます。	 

未成年者の大会エントリーには誓約書の記入が必要になります。	 

未成年の方は「参加に関する注意事項」をご理解、ご了承の上、エントリーをして下さい。	 
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■注意事項

DARTSLIVE	 OPEN	 2017	 CHIBA につきましては風営法許可取得会場となります。	 

以下の点に同意の上、ご参加下さい。また禁止事項を必ず遵守して下さい。	 

１６歳未満の方は１８時以降、保護者同伴でなければ試合途中であってもご退場して頂く事になります。	 

大会進行の都合上で１８時以降の試合があった場合でも、ご退場いただいく事となります。	 

途中でご退場頂く場合でも、エントリー費の返金等はございませんので予めご了承ください。	 

エントリーを受け付ける店舗担当者様におかれましては上記の内容をプレイヤー様に確認及び了承の上

エントリー受付を行って下さい。

エントリー枠

■４日（土曜日）ゲームフォーマット

U-22 ダブルストーナメント	 定員 32 チーム 64 名

マスターシングルストーナメント（ファットブル・ジャパンモード使用）定員 32 名

オートハンデシングルストーナメント	 定員 128 名

予選ラウンドロビン、決勝シングルイリミネーション（いずれも 2Out	 Of	 3Games）	 

U-22 701-Cri-701 	 	 	 	 Open	 In	 /	 Open	 Out	 

マスター 701-Cri-701 	 	 	 	 Open	 In	 /	 Master	 Out	 

ハンデ 701-Cri-701 	 	 	 	 Open	 In	 /	 Open	 Out	 

※予選ラウンドロビンを行い、上位 2 名が決勝トーナメントへ進出します。

※予選ラウンドロビンの順位は以下の優先順で決まります。

①勝ち試合数	 ②勝ちレッグ数	 ③負けレッグ数	 ④直接対決の結果

⑤3 チーム以上が同点の場合カウントアップにより順位を決定します。

【先行について】	 

	 	 1 レッグ及び 3 レッグはじゃんけんコーク（ビット）により決定します。	 

	 	 2 レッグは 1 レッグの敗者が先攻となります。	 

※ マスターにつきましてはジャパンモードに従い 2 レッグ目は勝敗に関係なく

先攻、後攻が入れ替わります。したがって１レッグ目のコークに勝った方が

先攻ではなく、先攻と後攻を選択することが出来ることとします。

【その他】	 

	 	 01GAME は、 終ラウンドで両チーム共にフィニッシュしなかった場合	 

コークによって勝敗を決定します。コークの順番はそのレッグと同様としてください。

クリケットは、 終ラウンドで両名共にフィニッシュしなかった場合

	 	 得点の高い方の勝利となります。同点の場合は、01GAME と同様に	 

コークによって勝敗を決定します。
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■５日（日曜日）ゲームフォーマット

レンジ別ダブルス	 	 定員	 1024 チーム	 2048 名	 

レンジ チーム数 	 人数	 

	 MAX	 Range	 	 	 64	 	 128	 

	 9	 Range	 	 	 64	 	 128	 

	 8	 Range	 	 128	 	 256	 

	 7	 Range	 	 128	 	 256	 

	 6	 Range	 	 128	 	 256	 

	 5	 Range	 	 128	 	 256	 

	 4	 Range	 	 128	 	 256	 

	 3	 Range	 	 128	 	 256	 

	 2	 Range	 	 	 64	 	 128	 

	 1	 Range	 	 	 64	 	 128	 

	 合計	 1024	 2048	 

※エントリー締め切り後、①チーム Rt	 ②チーム内個人 Rt	 の高い順にレンジ分けを行います。

※各レンジは上記表を基準に行いますが、変更となる場合もございます。

予選ラウンドロビン、決勝シングルイリミネーション（いずれも 2Out	 Of	 3Games）	 

	 Level	 MAX	 701-Cri-701 	 	 	 	 Open	 In	 /	 Master	 Out	 

	 Level	 9	 701-Cri-701 	 	 	 	 Open	 In	 /	 Open	 Out	 

	 Level	 8～2	 501-Cri-501 	 	 	 	 Open	 In	 /	 Open	 Out	 

	 Level	 1	 301-Cri-301 	 	 	 	 Open	 In	 /	 Open	 Out	 

※予選ラウンドロビンを行い、上位 2 チームが決勝トーナメントへ進出します。

※予選ラウンドロビンの順位は以下の優先順で決まります。

①勝ち試合数	 ②勝ちレッグ数	 ③負けレッグ数	 ④直接対決の結果

⑤3 チーム以上が同点の場合カウントアップにより順位を決定します。

【先行について】	 

	 1 レッグ及び 3 レッグはじゃんけんコーク（ビット）により決定します。	 

	 	 2 レッグは 1 レッグの敗者が先攻となります。	 

【その他】	 

	 	 01GAME は、 終ラウンドで両チーム共にフィニッシュしなかった場合	 

	 	 代表者によるコークによって勝敗を決定します。コークの順番はそのレッグと同様としてください。	 

クリケットは、 終ラウンドで両チーム共にフィニッシュしなかった場合

	 	 得点の高い方の勝利となります。同点の場合は、01GAME と同様に代表者による	 

コークによって勝敗を決定します。
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■エントリー開始 平成 29 年 9 月８日(金)15:00 開始	 

※受付開始時刻前の応募は全て無効とさせて頂きます。

■エントリー締切 平成 29 年 10 月 22 日(日)23:00 まで	 

※締め切り前であっても、定員になり次第締め切る場合がございます。

■変更・キャンセル	 	 平成 29 年 10 月 22 日(日)23:00 まで	 

※エントリー締め切り後はエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

■WEB エントリー手順

(店舗)	 

下記の今大会のみの特別サイトへアクセス頂き、必要事項を記入し	 

返信を確認出来るメールアドレスの登録をしてください。	 

店舗の登録のない店舗からは WEB エントリーは利用出来ませんので	 

お客様がエントリーする前に、登録しておいて下さい。	 

※24 時間以内に確認メールが届きます。確認メールが届いたら登録完了です。

	 (プレイヤー)	 

エントリー店舗にて規定数ゲームのスタッツをとり

WEB サイトにて必要事項を記入して送信して下さい。	 

※必ず返信を確認出来るメールアドレスを登録するようにして下さい。

エントリーフィーは店舗に提出してくだい。

※レーティングフォームは FAX の必要はありません。店舗にて保管してください。

(店舗)	 

お客様よりエントリーがあるたびに店舗アドレスにメールが届きます	 

必ず自店舗のお客様であることをご確認下さい。	 

※覚えのないエントリーの場合はその旨ご返信下さい。

	 	 (店舗)	 

エントリー締切後、事務局よりエントリーフィーの請求書が届きます。

記載された金額を指定口座にご入金ください。	 

入金確認をもってエントリー完了となります。	 

WEBエントリー:	 http://dlo-chiba.com	 
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■FAX エントリー手順

	 (プレイヤー)	 

エントリー店舗にて規定数ゲームのスタッツをとり、レーティングフォームに

必要事項を記入し、エントリーフィーと一緒に店舗に提出してくだい。	 

※店舗は、レーティングが適切であるかの確認を必ず行ってください。

	 	 (店舗)	 

レーティングフォームを受理した店舗は、エントリーフォームに必要事項を記入し

エントリーフォームのみを大会事務局に FAX してください

※レーティングフォームは FAX の必要はありません。店舗にて保管してください。

	 	 (店舗)	 

エントリー締切後、事務局よりエントリーフィーの請求書が届きます。

記載された金額を指定口座にご入金ください。	 

入金確認をもってエントリー完了となります。	 

エントリーFAX	 :	 	 03-6701-2378

■同意事項

大会当日は撮影があります。大会事務局はそれらを商用目的として使用する権利を有します。	 

本大会への参加は個々の参加者への受諾・了承の確認や金銭的保証なしに、大会運営事務局の権利に	 

同意するものとみなされます。	 

本大会のエントリー情報、試合結果はインターネットの Web サイト等で公開いたします。	 

参加者はこれに同意したものとみなします。	 

■注意事項

本大会会場内でアルコール類の販売を行います。お車でお越しの方への販売は一切行いません。	 

会場周辺の道路は混雑が予想されます。会場へは公共の交通機関を使ってお越しください。	 	 

試合の 中や観戦中に騒いだり、他の参加プレイヤーへの妨害とみなされる行為があった場合	 

または大会進行を妨害する行為があった場合、会場より退出頂く場合がございます。	 

大会事務局が大会運営上支障をきたすと判断したプレーヤー（チーム）は失格とさせて頂きます。	 

いかなる理由でもエントリーフィーの返還はできません。	 

■禁止事項

会場内への飲食物の持ち込みは禁止とさせて頂きます。	 

指定場所以外での喫煙は禁止となります。違反者は失格となる場合がございます。	 
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■その他

大会当日はレーティング検証を行います。大会事務局が規定したゲーム数での平均スタッツを計算し	 

大会申込レーティングとの差異を検証し、失格となる場合がございます。	 

低限のマナーを守り、楽しくモラルのある大会作りにご協力ください。	 

DARTSLIVE	 OPEN	 2017CHIBA に関する決定権はすべて主催者にあります。	 

天災などやむを得ない事情により大会に支障をきたす場合がございます。予めご了承ください。	 

■イベント

○PONOS	 Sports ブース

内容未定	 

○ダーツライブブース

内容未定	 

○麻雀 LIVE	 OPEN

	 	 内容未定	 

○チャレンジマッチ

ダーツライブクイーンのチャレマッチ。	 

DARTSLIVE プロとのチャレンジマッチ。	 

○サイドシュート

内容未定	 

■主催者

ダーツライブオープン実行員会	 株式会社コンサルティング・オブ・デルタ	 

■協力

一般社団法人ダーツジャパン	 

株式会社	 コンサルティング・オブ・デルタ

株式会社	 フライングペンギンズ・ファクトリー

株式会社	 RALLY	 

株式会社	 ハイブクリエーション

有限会社	 HOM	 

有限会社	 FUN	 

株式会社	 FLECHA	 

■後援

株式会社ダーツライブ	 

■お問合せ先

有限会社	 FUN（担当：大村）info@dlo-chiba.com




