HOKKAIDO SOFT DARTS TOUR 2018-2019

15th HALKA CUP 20180722(SUN)
主
後
協

催
援
賛

協

力

会

場

開 催 日
受付時間
開始時間
参 加 費

HALKA DARTS
DARTSLIVE / HOKKAIDO SOFTDARTS TOUR
キリンビール㈱ / 酒のもちづき / PeeWee / TEQUILA★BALL / SHARK -ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞＬＯＧＯ lab Zion / 大和容器 / ㈱ポルトレー / 美食倶楽部 とかち野
㈱ダーツライブ / TOＵYA GROUP / D.Soul
苫小牧ソフトダーツ協会 / しりべしソフトダーツ協会 / 留萌テンダーツ協会
㈱ハイブクリエーション / ＣＯＴＴＯＮ
帯広グランドホテル
北海道帯広市西２条南３丁目２０ TEL(０１５５)２８-３００７
2018年7月22日（日）
AM９：００～９：４５
AM１０：００
【Premier Darts Tour ダブルス】
Premier Darts・ＪＡＰＡＮ League会員６０００円 一般６５００円（昼食付・ゲーム代込み）
※2017年度PDTポイント割引対象者で2018年度Premier Darts League会員更新者は更に５００円引き
U-22割引 ※大会当日時満22歳以下のプレーヤーは５００円引きとなります。

【プレミアツアーシングル】
メンズ・レディース
【ミックスオープンシングル】

Premier League 会員２０００円
Premier League 会員１０００円

一般２５００円
一般１０００円

※ツアーシングルポイントは付きません。

表

彰

各フライト入賞者に記念品他

【Premier Darts Tour ダブルス】

ラウンドロビン
ゲーム内容

チームRt.上限

■Aフライト
■Bフライト
■Cフライト

24～21
20～16
15～

７０１(OI/OO)-クリケット-７０１(OI/OO)
５０１(OI/OO)-クリケット-５０１(OI/OO)
５０１(OI/OO)-クリケット-５０１(OI/OO)

予選、決勝ラウンドとも
予選、決勝ラウンドとも
予選、決勝ラウンドとも

※エントリー状況によりフライト分けを変更する場合があります。
【Premier メンズシングル】 シングルイルミネーション
◆７０１(OI/MO)-クリケット-７０１(OI/MO) 予選、決勝ラウンドとも
※エントリーレベル１２以上のプレーヤーが対象となります。
【Premier レディースシングル】 シングルイルミネーション
◆５０１(OI/MO)-クリケット-５０１(OI/MO) 予選、決勝ラウンドとも
※エントリーレベル８以上のプレーヤーが対象となります。
【ミックスオープンシングル】 シングルイルミネーション
◆５０１(OI/ＯO)-クリケット-５０１(OI/ＯO) 予選、決勝ラウンドとも
※エントリーレベルメンズ１１以下レディース７以下のプレーヤーが対象（参加人数によりクラス分けの場合があります）

【トライアスロン・サイドシュート】
◆トライアスロンはエントリー者全員参加可能！詳しくは当日発表します。
◆サイドシュートの参加募集、ゲーム内容は当日ご案内します。
※予選ラウンドロビン敗退者、本選敗退者を対象に予定しております。

Premier Darts League会員及びＨＡＴオフィシャルロケーション
2018年7月1日（日）～7月18日（水）
一般、その他の登録店舗
2018年7月1日（日）～7月18日（水）

早割受付期間(ダブルス５００円引き)は7/1(日)～7/14(土)となりますので
お早目のエントリーをお勧めします。
※定員になり次第受付を終了いたします。
エントリーリスト・締め切りはPremier Darts Tour北海度サイト touyagroup.com/tour2014/ にて発表いたします。
締め切り後のエントリーは受付できませんのでお早目のエントリーお願いいたします。
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ダブルスエントリーの上限はペア合計24 まで
お一人でもエントリーできますが必ずペアが決まる保証はありませんのでご了承下さい。
（ペアレベルの下限はありません。ハンデキャップはチームレベルが３以上差がある場合
すべてのゲームにおいてレベルが下のチームが先行となります。）

本トーナメントはＪＰＤＯ公認店（リースロケーション）を対象としたものです。
したがって、ＪＰＤＯ公認マシンを設置しているリースロケーションからのエントリーとなります。
ＪＰＤＯ公認マシンと公認されていないマシンの併設店舗からのエントリーは受付できません。
詳しくはTOUYA GROUPサイトをご覧下さい。
また、Premier Darts Leagueに参加しているプレーヤーの為のPremier Darts Tour 北海道のポイント対象大会となります。
買取店舗オーナー様、ＪＰＤＯ公認マシン以外のディーラー様及び代理店様、設置店舗の広告宣伝及びプロモーションとなる

恐れのある方（店長や店舗インストラクター等）の出場はお断りする場合があります。
２０歳以下のプレーヤーは必ずエントリー時に申告してください。

Premier Darts Tour 北海道とは、Premier Darts League会員様への特別プログラムです。
Premier Darts Tour 北海道、全ステージの獲得ポイントにより北海道のプレーヤーランキングが決定されます。
また、ポイントに応じて特典があります。
詳しくはＴＯＵＹＡ GROUPサイトをご覧下さい。

touyagroup.com/tour2018/

エントリー可能店舗にてスタッツを取得して、レベル換算表を参照し自分のレベルを算出しレベル算出用紙にご記入下さい。

所定のエントリー用紙に必要事項をすべて記入し、エントリー可能店舗よりFAXにてお申込みください。
申込み後、専用サイト上にてエントリー状況を発表いたします。
エントリーは必ず本名でお願いいたします。ニックネーム等の受付は一切いたしません。
ダブルスのペアの上限は２４までとします。
Premier Darts League会員の方は必ずか会員番号の記入、ＪＡＰＡＮリーグ会員の方はＪＡＰＡＮと記入をお願いします。
会員番号の記入がない場合は一般扱いになる場合がありますのでご注意ください。

服装は原則としてリーグユニフォーム、ショップシャツ、襟付きシャツ、ズボンはスラックスが望ましい。
ノースリーブ、タンクトップ、マッスルシャツ等の露出が高い服装、クラッシュジーンズ、サンダル、下駄
などは禁止いたします。
参加資格のないショップシャツ、大会スポンサーにそぐわないメーカーのプリントされたものはお断りいたします。
帽子、サンバイザーも禁止いたします。
ダーツはスポーツです。ユニフォームのないスポーツはありません。
節度をもった服装での出場をお願いいたします。
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会場内への飲食物の持ち込みは禁止いたします。
大会開始後の空き台での練習スローは禁止いたします。
貴重品は各自責任を持って管理してください。盗難、紛失等の責任は負いかねますのでご注意ください。
会場内での携帯電話はマナーモードにしてください。また使用も禁止いたします。
待ち時間での携帯電話の使用はロビー等会場の外でお願いいたします。
野次、罵声、相手を挑発する行為は謹んでください。場合によっては退場していただく場合があります。
ゲームのアレンジや戦略は第三者が教えることはできません。
会場では酒類の販売もしていますが度を越えた飲酒はやめましょう。
ダーツはスポーツです。節度あるマナーをもって楽しみましょう。
会場内だけではなく会場までの往来も含めてプレーヤー様の質の向上をお願いいたします。

レーティングシステムはハンデキャップマッチと言えます。ハンデの偽証を防ぐためにサンドバックシステムを採用しておりま
ラウンドロビン予選で規定数以上オーバーした場合は失格となる場合があります。
また決勝までのすべての試合を通じて規定数以上オーバーした場合はPremier Drats Tourポイントが付かない場合があります。
また、そのプレーヤーがエントリーをした店舗にもペナルティーがある場合がありますのでエントリーレベルは適正なものを提

するよう心がけてください。

本大会にエントリー下のと同時に、大会趣旨及び大会規定に同意されたものとみなします。
大会規則は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
エントリー用紙に記入された個人情報は、本大会の運営事項以外に使用することはありません。

帯広信用金庫 緑ヶ丘支店
（普）１１８２５５６
ハルカ 藤井 健太郎

エントリーフィー振込み期限

7月20日（金）
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― ダブルスエントリー用紙 ―
ディーラー名

ロケーション名
ロケーション所在
地
ロケーション
TEL/FAX
ロケーション担当
者

ディーラー所在地

ディーラー
TEL/FAX
ディーラー担当者

PDL会員番号
個人
参加者氏名（カタカナ） 性別 レベル
JAPAN・一般
12345
ハルカ
タロウ
男 14
記入例

JAPAN
未記入の場合は
一般扱いとなりま
す

ハルカ

ハナコ

氏名はカタカナで記入

女

10

チーム
レベル

24

シング
ル
参加

早割

2017
ポイン
ト割引

U-22
割引

金額

送信日

M

○

○

○

6,500

7/14

L

○

-

-

7,500

7/14

メンズ＝Ｍ
↑
エントリーフィの合計
該当する項目に○ より該当する割引分を 必ず記入
レディース＝Ｌ
ミックス＝OPと記入

引いた金額を記入

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

■参加費
Premier League 会員６０００円 一般６５００円（昼食付・ゲーム代込み）
【Premier Darts Tour シングル】Premier League 会員２０００円 一般２５００円
【ミックスオープンシングル】 Premier League 会員・一般１０００円

参加人数

名

エントリーフィー振込み期限

合計金額 ￥

7月20日（金）

ENTRY FAX 03-6730-2931

