
東日本予選
開催日

時　間

会　場

参加費

参加資格

2010 年 4 月 11 日 （日）

受付 AM 9 ： 00 ～ 9 ： 45　　/　開会式 ・ 開始　AM 10 ： 00
当日のチェックイン時間に遅れた場合は、 失格となりますので、 ご注意ください。

横浜産貿ホール 【住所】　横浜市中区山下町 2 番地　産業貿易センター 1F

\6,000 （昼食付）

日本国籍で予選当日 20 歳以上の方

ゲーム内容 【予選】　ラウンドロビン

【決勝トーナメント】　シングルイリミネーション

501 （オープンイン / ダブルアウト）
レッグ数については参加受付終了後に公式サイトで発表します。

上位 4 名がファイナルに出場となります。 ※キャンセルが出た場合は

繰り上げ選出されます。

申込方法 専用エントリー用紙に必要事項を記入の上 FAX して下さい。

・ 本プログラムは全て個人でのエントリーとなります。

・ 東日本 ・ 西日本予選の両方に出場することは可能です。　

　予選を通過した選手は出場できません。

・ 専用エントリー用紙は、 公式サイトよりダウンロードが出来ます。

【参加受付期間】

2010 年 3 月 15 日 ( 月 ) 13 ： 00 ～定員になり次第終了

・ 申込は先行順にて受付いたします。

・ 定員になり次第受付けは終了いたしますので、 ご注意ください。

【参加費を振込】

2010 年 3 月 31 日 ( 月 ) まで
期日内にお振込が無い場合は、
キャンセルとなる場合がございます。

《お振込先》 【銀行名】 三菱東京 UFJ 銀行 【支店名】　松原支店
【口　座】　普通　００３９７５６
【名　義】　株式会社 PDJ

振込手数料はご負担ください。※申込み選手名 （フルネーム） でお振込ください。

主　催 株式会社 PDJ

お問合せ

参加費の入金確認が出来た時点で、 受付完了となります。
受付終了後に、 公式サイトで発表します。

Mail ： info＠pdj.co.jp

公式サイト http://www.pdj.co.jp/

※受付完了後いかなる理由があっても、ご返金はできかねます。ご注意ください。



主催・運営：株式会社 PDJ
問い合わせ：info@pdj.co.jp
公式サイト：http://www.pdj.co.jp/

　本ルールブックは、「PDC チャレンジトーナメント」の開催に定められたルールブックであり、日本国内予選のみに適用されます。
グランドファイナル「PDC 2010 Ladbrokes.com World Darts Championship」のルールについては、DRA Official Rule Book が適用
となります。
本ルールブックで記載されていないルールについては、DRA Official Rule Book を採用致します。

はじめに

1.　予選トーナメントは、基本的にラウンドロビンを行い、通過選手はシングルイリミネーションのトーナメントに進出する方式で行う。
2.　ファイナルは、シングルイリミネーションで進行する。
3.　予選トーナメントの組合わせは、委員会が抽選し決定する。

トーナメント方式

1.　予選トーナメントのスコアラーは、前の試合の敗者が行うものとする。
2.　スコアラーは、選手の残り点数を伝えることはできるが、アレンジやターゲットの場所を伝えてはならない。

スコアラーについて

1.　コークで決定した順番でゲームを開始する。
2.　1st レッグを先行した選手は、奇数レッグをすべて先行で開始し、後攻の選手は偶数レッグを全て先行で開始する。
3.　プレイヤーは、投じたダーツの合計点数をダーツを抜く前にスコアラーにコールしなければならない。
　　その際、スコアラーが聞き取りやすいように伝えなければならない。
4.　フィニッシュした際に、何本目でフィニッシュしたかをダーツを抜く前にスコアラーにコールしなければならない。
　　その際、スコアラーが聞き取りやすいように伝えなければならない。
5.　501 ゲームを規定数 (45 本 ) で終了しなかった場合は、コークを行いブルに近い方がそのレッグを勝利とする。
 　  その場合のダーツ数は、「45」で終了したとする。
　   コークの順番は、そのゲームの投げた順番通りに投げ、アゲインの場合は交代する。

ゲームについて

1.　本プログラムでは、写真及びビデオ等を撮影し、またそれらメディアを宣伝や広告などの商用目的に使用する権利を主催者は
　   有します。大会へのご出場は、個々の入場者様の受託・了承等の確認や金銭的な保証なしに、選手様の肖像権等の権利は主催者へ
　   預け使用を同意するものとさせて頂きます。

同意

1.　コークの順番は、全てジャンケンにて勝ったプレイヤーが先行とする。
2.　コーク時に、投げたダーツが刺さらなかった場合は再投することが出来る。 また、コーク先行者のダーツを後攻者の投げた
　　ダーツで落とした場合は、双方ともに再投する。
3.　双方のダーツが、シングルブルに刺さった場合は、ダブルブルからの距離に関わらず再投する。その際の投げる順番は、交代する。
4.　双方のダーツが、ダブルブルに刺さった場合は、再投する。その際の投げる順番は、交代する。
5.　先行者が投じたダーツが、ダブルブルもしくはシングルブルに刺さった場合、後攻者は先行者のダーツを抜く事ができる。
6.　コークをした両者のダーツがブルからほぼ同じ距離に刺さった場合、プレイヤー同士で判断出来ない場合はスコアラーが判断する
　　事ができる。
7.　ブルから同じ距離に刺さった場合は、再投する。その際の投げる順番は、交代する。

コークについて

1.　ジーパン・デニム素材のパンツは禁止とする。
2.　ハーフパンツやショートパンツは禁止とし、踝が隠れる丈のパンツを着用しなければならない。
3.　サンダル等の足が露出する靴については禁止とする。
4.　スポーツシューズ着用での出場は許可します。
5.　帽子の着用は禁止とする。
6.　Tシャツやタンクトップでの出場は禁止とし、必ず襟がついたシャツ及びポロシャツ等で出場しなければならない。
7.　以上の点で、宗教上の理由・医師の診断で着用が必要な場合は事前に大会主催者の了承を得ることとする。

服装について

PDC CHALLENGE TOURNAMENT 2010
ルールブック
PDC CHALLENGE TOURNAMENT 2010
ルールブック
PDC CHALLENGE TOURNAMENT 2010
ルールブック



【同意】 本トーナメントに出場申込されるのと同時に、開催者規則に同意されたものとします。
また、本プログラムで撮影されたスチール、ビデオ等の映像権利及びは主催者が所有・管理します。
上記内容に同意した上、私は参加申込を致します。

参加者氏名

フリガナ

住　所

〒　　　　-

電話番号
携帯電話をお持ちの方は携帯電話番号を記載して下さい。

年　齢 性別 男　　・　　女

日本国籍である はい　　・　　いいえ

歳

ある　　　　　　・　　　　　ない

エントリー申込用紙
【注意事項】
・本プログラムは全て個人でのエントリーとなります。　　　　　　　　　

・申込は先行順にて受付致します。（定員になり次第で締め切りとなりますのでご注意下さい。）
・下記に必定事項を記入の上、各予選の受付期間中に FAX してください。( 記入漏れがある場合、エントリーを受付できません )

▼　▼　参加申込後に参加費をお振り込み下さい。　▼　▼

参加予選　(どちらかにチェックを入れて下さい。)

※必ずどちらかにチェックを記入した上、FAX してください。

□　西日本予選　( 開催日：2010年 7月 4日 )□　東日本予選　( 開催日：2010年 4月 11日 )

過去にスティールダーツの

大会に出場した事がある

西日本予選　参加受付期間 2010年 6月 1日     ( 火 ) 13:00～ 定員になり次第で終了

東日本予選　参加受付期間 2010年 3月 1 5 日 ( 月 ) 13:00～ 定員になり次第で終了

受付 FAX 番号　PDJ 実行委員会 　

受付完了後 (振込完了後 )に、公式サイトで発表致します。 公式サイト：http://www.pdj.co.jp

【支店名】　松原支店【銀行名】 三菱東京 UFJ 銀行
【口   座】　普通　００３９７５６
【名　 義】　株式会社 PDJ

振込手数料はご負担ください。※申込み選手名 （フルネーム） でお振込ください。

東日本予選　2010年3月31日(月)まで

西日本予選　2010年6月21日(月)まで

振込期限 お振込先

※参加費の入金確認が出来た時点で、受付完了です。

０６－６６９１－２８２２

・西日本・東日本予選の両方を出場する事は可能です。ただし、予選を通過した選手は出場できません。

※受付完了後いかなる理由があっても、ご返金はできかねます。ご注意ください。



エントリーの方法

PDC チャレンジトーナメントは全て個人でのエントリーとなります。

参加申込の方法をフローチャートで下記に記載致しましたので、ご確認して頂きますようお願いいたします。

ダウンロード&プリントアウト

各予選開催概要 ( 開催概要・エントリー用紙・フローチャート・ルールブック )

をダウンロードしたのちプリントアウトしてください。

開催概要・ルールブックを確認

プリントアウトした書類をご確認下さい。

ルールブックや概要は特に重要ですので、よくお読み下さい。

エントリー用紙記入
各書類を確認した後、エントリー用紙をご記入下さい。
エントリー用紙に参加を希望する予選に チェックをいれて申込者記入欄をすべ
て記載してください。
記入漏れがあると、受付ができませんので必ず全てご記入下さい。

エントリー用紙を FAX
記入した用紙を出場希望する予選の受付期間内に FAX して下さい。

【西日本予選 受付期間・・・2010年 6月   1 日 ( 火 )13:00～　】
【東日本予選 受付期間・・・2010年 3月 1 5 日 ( 月 )13:00～　】

※受付期間中であっても定員になり次第で終了いたしますのでお早めにお申し込み下さい。

FAX

参加費を入金
FAX 送信後、指定の口座に参加費 ¥6,000 をご入金下さい。
入金期日に遅れますとキャンセルとなりますのでご注意下さい。
・ご入金は、個人名でお振込ください。
・振込手数料はご負担下さい。

公式サイトで参加受付を確認
ご入金後、公式サイトにて受付完了かご確認下さい。
申込・入金が完了していれば受付完了となります。
開催当日のご来場お待ちしております。

開催当日のご来場お待ちしております。


	東日本要項1P
	大会要項2-4P(共通）
	大会要項2P.pdf
	大会要項3P.pdf
	大会要項4P.pdf


