
留萌市錦町1丁目1番15号〒077-0044

留萌産業会館
2F大ホール



・主催 留萌ソフトダーツ振興会
・後援 STRAWBERRY FIELDS  

【開催日時】2018年9月30日（日） ・協賛 サッポロビール・喫茶ポルク
　　　　　★受付9：00～9：45 / ★開会式10：00 ・協力 NEW ARROW / SECRET / PROST / VOUG 

（株）サンドリア / Project R 
TRINIDAD / SHARK / NEW ARROW Ch.

　　　　　〒077-00４４ 留萌市錦町１丁目１－１５

【エントリー受付】

2017年8月24日(金)～
【エントリーフィー】
★D-LEAGUE会員：5500円
★　　一　　　般　  ：6000円
★Singles             ：2000円

（食事付・ゲーム代込）

本トーナメントに出場されるのと同時に主催者規則に同意されたものとします。エントリー店舗にて、01とスタンダードクリケット各10ゲームづつのアベレージを

本トーナメントにおいて賞金等は発生いたしません。 取得し、レベルを算出して下さい。

会場内への飲食物の持込は禁止致します。 エントリー用紙に記入のうえ、FAXにてエントリーとなります。

※満２０歳未満のプレイヤーは、保護者の同伴が必要になります。（ＩＤ発行） エントリーは、全てロケーションからの受付となりますので、エントリーは必ず

※開催日当日でも、エントリーの資格がない事が判明した場合は失格となります。ロケーションからお願いします。

　その際、エントリーフィーの返金は出来ませんので、ご了承下さい。 ※電話、Ｅ－ＭＡＩＬ等でのエントリーは出来ません。

※その他、エントリーに関する権限は全て主催者が有します。 ※規定人数になり次第、受付を終了させて頂きます。

※ディーラー名の記載されてないエントリーは出来ません。

・D-CROWNステータス、PERFECTプロライセンス資格保有者であれば誰でも参加可能なプロトーナメントです。オープン参加も可能です。
・プロ資格保有者は賞金獲得権利がございますが、オープン参加の方は賞金獲得権利はございませんのでご了承ください。

【参加資格】
★D-CROWNステータス、PERFECTプロライセンス資格保持者であること。 当日の参加人数によって異なります。

★試合用ユニフォームの着用、又はリーグユニフォーム、襟付きシャツを着用。 参加人数とはプロ・アマ問わず参加されている人数となります。

※上記などの条件に満たない場合はオープン参戦とさせて頂きます。 グレードを１～３まで用意し、参加人数に当てはまるグレードの賞金となります。

【ゲーム進行】 賞金はシングルスのみとなっております。ダブルスでは賞金は発生いたしません

予選ラウンドロビン方式にて上位者を選出。
上位者決定後に決勝シングルイリミネーション。（３位決定戦有り）

【ゲーム内容】 優勝
（予選ラウンドロビン  ※3Leg） 準優勝
・オープンシングルス:701（MI/MO）‐Cricket-701（MI/MO） 3位
・レディースシングルス:501（MI/MO）-Cricket-501（MI/MO）
（決勝トーナメント  ※5Leg）
オープンシングルス:701（MI/MO）-Cricket-Cricket-701（MI/MO）-Choice
レディースシングルス:501（MI/MO）-Cricket-Cricket-501（MI/MO）-Choice 優勝

準優勝
D-CROWN　Doubles 3位
・大会主催者による事前のドローにてペアを決定いたします。
・試合はシングルイリミネーションで行います。
・D-CROWN Doublesに関しましては賞金は発生いたしません。

【ゲーム内容】 優勝
※当日発表いたします。 準優勝

3位
【エントリー受付】
別紙のエントリー用紙に記入し、エントリー可能なショップよりFAXにて受け付けいたします。 【エントリーフィー】
★エントリーフィーはエントリーショップにお支払いください。 10000円（食事代・ゲーム代込）
★エントリーフィーはロケーションからの事前振込になります。

★振込は必ずロケーション名（店舗名）でお願い致します。

★エントリー後のエントリーフィーの返金は出来ません。

【お問い合わせ】

北洋銀行 留萌支店 （普）3578905 ストロベリーフィールズ　（0164）42-3799
ストロベリーフィールズ　カイトウ タカトシ 担当：海東　毅聡

【エントリーフィー振込先】 【振込期限】

9/26（水）

S-3
最低人数に満たなかった場合

1万円 1万円

D-CROWN / Ladies D-CROWN Flight in RUMOI

5万円 3万円
3万円 2万円

【賞金】

S-1

5万円 2万円

S-2

5万円 3万円
2万円 1万円

オープン　16名以上 レディース8名以上
10万円 5万円

オープン　32名以上 レディース16名以上
20万円 10万円
10万円 5万円

Men's Singles 701(OI/MO)-Cri-701(OI/MO) Level の上限・下限はありません

Ladies Singles 501(OI/OO)-Cri-501(OI/OO) Level の上限・下限はありません

Aフライトダブルス 701(OI/OO)-Cri-701(OI/OO)ダブルスのチームレベルの上限は28以下と
します。
レベルの上位よりフライト分けをします。

Bフライトダブルス 501(OI/OO)-Cri-501(OI/OO)
Cフライトダブルス 301(OI/OO)-Cri-301(OI/OO)

【フライト・ゲーム内容】

フライト ゲーム内容 レベル上限

【会場】留萌産業会館

★大会要項★



ロケーション担当者

人 ×5500円

人 ×6000円

人 ×2000円

名
合計参加人数 　\

SGL
エントリー

シングル 円

10

D-league No.
個人
レベル

D-league会員

9

FAX：（０１６４）４２－３７９９

チーム
レベル

STRAWBERRY FIELDS

3

4

5

8

金額

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓エントリー用紙FAX先↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

円

円

合計金額

一般

追加

ロケーション

参加者氏名(カタカナ) 性別

ディーラー担当者

電話番号参加者氏名（漢字）

★エントリー用紙★

ロケーション所在地

◎一度FAXした用紙に追加で記入する場
合には右端の「追加」の欄に記入して下さ
い。

TEL&FAX

ロケーション名

1

2

6

7

ディーラー名

ディーラー所在地

ディーラー

TEL&FAX



※会員区分の欄は該当する項目に○を記入してください。
※所属団体から発行されております会員No.を記入し、カードは当日お持ちください。
※他の用紙では受付できません。必ず本エントリー用紙にてエントリー願います。
※参考レベルの欄は別紙ADAJレベル換算表に従って記入して下さい。

性別

合計金額

名

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓エントリー用紙FAX先↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

STRAWBERRY FIELDS
FAX：（０１６４）４２－３７９９

D-CROWN Flight Entry

エントリー用紙
ロケーション名 ロケーション担当者

ロケーション TEL： ロケーション所在地

TEL＆FAX FAX： 担当ディーラー名

会員区分 プロ会員No． 氏名/参考レベル 電話番号

1

D-CROWN （カタカナ）

男
・
女

PERFECT (氏名）

一般 （参考レベル）

男
・
女

PERFECT (氏名）

一般 （参考レベル）

3

D-CROWN （カタカナ）

2

D-CROWN （カタカナ）

男
・
女

PERFECT (氏名）

一般 （参考レベル）

合計参加人数
エントリーフィー

１名　￥１０,０００ ￥

4

D-CROWN （カタカナ）

男
・
女

PERFECT (氏名）

一般 （参考レベル）


