
１、開催概要

■SMASHについて SMASH は一般社団法人ダーツジャパン公認トーナメントです。

   SMASH 2013 NAGOYAは、MHM中部サーキット公認トーナメントです。

ダブルストーナメント及び シングルストーナメント[PRIDE]を開催致します。

また、ソフトダーツプロフェッショナルツアー「JAPAN STAGE3 愛知」 も同時開催されます。

■MHM中部サーキット MHM中部サーキット は株式会社ミニジューク岐阜・株式会社ハイブクリエーション・株式会社MASSの

   について 3社合同による、大会をより楽しんで頂くためのポイントシステムです。

詳細はMHM中部サーキット公式HP「http://mhm-c.com/」をご覧ください。

■開催日時 2013年 5月 12日（日 ）

シングルストーナメント「PRIDE」　　予選ラウンド　受付　 11:00～、試合開始　 12:00（予定）

　　　　　※ダブルス重複エントリーの方はダブルスと同時受付出来ます。

ダブルストーナメント　　　　　　　　　予選ラウンド1部　受付　 9:00～、試合開始　 10:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予選ラウンド2部　受付　11:00～、試合開始　12:00（予定）

※予選ラウンドの1部、2部へ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進行状況によって変更になる場合があります。

■開催場所 ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）　第2展示館

〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地 　Tel.052-398-1771

■エントリーフィー ダブルストーナメント　　6,000円/1名　（ゲーム代込み）

シングルストーナメント「PRIDE」　5,000円/1名　（ゲーム代込み）

※ダブルスとシングルスの重複エントリーは可能です。重複エントリーされた方のシングルス

　 エントリーフィーは1000円割引となります。

※ソフトダーツリーグ「JAPAN LEAGUE」会員の方、「PREMIER DARTS LEAGUE 名古屋」会員の方は

　 ダブルスエントリーフィーが500円割引となります。
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■大会参加資格 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は保護者同伴で、また「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。

２、エントリー枠

■シングルス 定員 32名 Rt.12以上のプレーヤーが対象となります。ただし、ダブルスの編成上お断りする場合が

ございますので、予めご了承ください。

PRIDEポイント対象イベントです。

詳細はPRIDE公式HP「http://www.smash-darts.com/pride/」をご覧ください。

■ダブルス 定員 448チーム　896名 チーム数 人数
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64 128

64 128

64 128
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※エントリー締め切り後、①チームRt ②チーム内個人Rt の高い順にレベル分けを行います。

MHM中部サーキットポイント対象イベントです。

詳細はMHM中部サーキット公式HP「http://mhm-c.com/」をご覧ください。

３、ゲーム内容＆ルール

■ダブルス ▼ゲームフォーマット（予選ラウンドロビン・決勝トーナメント）

※1LEG&3LEGはコークで先攻を決定します。2LEGは1LEG敗者が先攻となります。

■シングルス ▼ゲームフォーマット（予選ラウンドロビン・決勝トーナメント）

　　「PRIDE」

※1LEG&3LEGはコークで先攻を決定します。2LEGは1LEG敗者が先攻となります。

▼ゲームフォーマット（決勝戦）

※1LEG&5LEGはコークで先攻を決定します。2LEG以降は前LEG敗者が先攻となります。

■共通ルール ※予選ラウンドロビン、決勝シングルイリミネーションとなります。

※各ブロックごとに総当りの予選を行い、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。

■勝敗について 01GAMEは、最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、最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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■レイティング検証 名古屋大会では、サンドバッキング検出のためレイティングの検証を行います。レベルMAX以外のダブル

スでは、予選および準々決勝において、試合結果を記入するシートに、その試合のレイティングまたはス

タッツを記入していただきます。検証の結果、失格となるチームが出る場合があります。

尚、スタッツはチームスタッツでの検証となり、申告レイティングより４以上上回った場合、失格となります。

４、エントリー受付

■エントリー開始 2013年　4月　12日（金）　13:00～

※受付開始時刻前のエントリーは無効となります。定員になり次第終了とさせて頂きます。

■エントリー締切 2013年　4月　26日（月）　23:00

※エントリー締切日以降は、エントリーの変更やキャンセルを受付できません。また、締切日以降の

　 キャンセルおよび当日のキャンセルについては、エントリーフィーは返還できませんので、ご了承

　 下さい。

■エントリー手順 店舗登録をした店舗にて規定数ゲームのスタッツをとり、レイ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さい。

※店舗は、レイティングが適当であるかの確認を必ず行ってください。

▼

レイ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

のうえ、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。

※レイティングフォームはFAXしないでください。

▼

エントリー締切後、エントリーフィーの請求書を送ります。請求書が届きましたら

記載された金額を指定口座に振込み期限までにお振込みください。

※お振込みの際は振込み人名に必ず店舗名を付けてください。

※エントリーのキャンセルや変更は、お申込みになった店舗へご連絡ください。

※振込み期限までにエントリーフィーの入金が確認できない場合は、キャンセルとさせていただきます。

エントリー受付 FAX送信先 : 　058 - 253 - 3892   　　　

（プレイヤー）

エントリー手続き

（店舗）

フィーのお支払い

（店舗）

スタッツ取得



５、その他の注意事項

■同意事項 ※当日は大会の撮影があります。大会運営事務局はそれらを商用目的に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・了承等の確認や金銭的保証なしに、これら大会運営

　 事務局の権利に同意するものとみなされます。

※試合の結果はインターネットのWebサイト等で公表いたします。参加者はこれに同意したものとします。

■注意事項 ※会場内でアルコール類の販売を行いますので、ご来場の際は公共の交通機関をご利用ください。

※会場内で貴重品等の紛失がありましても一切の責任を負いませんので、各自にて管理の徹底をお願

　 い致します。

※試合の最中や観戦中に騒ぐ・ヤジるなどして、他の参加プレイヤーに対し
妨害行為があった場合、

　 また、ルール違反など、トーナメント進行を妨害する行為があった場合には、会場から退出していただ

　 く場合があります。

※大会運営上、支障をきたすと判断させていただいたプレーヤーもしくはチームは、失格とさせていただき

　 ます。

■禁止事項 ※会場内への飲食物の持ち込みは禁止です。

※決められた場所以外での喫煙は禁止です。違反者はデフォルト扱いとします。

■その他 ※当日はレイティングの検証を行います。検証の結果、失格となる場合もありますので、予めご了承

　 願います。

※ドレスコードについて、サンダルおよび裸足でのご参加はご遠慮ください。

※プレーヤー1人1人最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お願いします。

※SMASH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、大会の運営に支障をきたす場合があります。予めご了承下さい。

６、運営団体

■主催者 株式会社ミニジューク岐阜

■協力 　テンフィールズファクトリー株式会社 株式会社オアス

　株式会社 アース E.L.A

　ナインブリッジ 株式会社MASS

■協力 一般社団法人ダーツジャパン

　テンフィールズファクトリー株式会社 株式会社ハイブクリエーション

　株式会社 アース 株式会社グローバルグローブ

　株式会社フレッチャ 株式会社オレンジライン

　株式会社フライングペンギンファクトリー 株式会社ライブアーツ

■後援 株式会社 ダーツライブ

■お問い合せ先 大会事務局（株式会社 ミニジューク岐阜）　TEL 058-253-8803　担当：栗田


