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リーグ規約 

 

2009年 10月 1日 発行 

2015年 10月 1日 改訂 

 

 

１．リーグ開催趣旨 

 

League SEIBU （以下、本リーグ）は、SEIBU DARTS ORGANIZATION （以下、SEDO）

主催により行なわれ、東久留米市、西東京市、小平市、東村山市、所沢市、東大和市にお

ける競技ダーツの活性化を目的とし、同時に店舗間・プレイヤー間の交流と、リーグを通

して、大会や試合経験の少ないプレイヤーを育成し、地域の強化を図る事を目標に開催す

る事とする。 

 

 

２．登録・エントリー  

 

（１）店舗登録 

 

本リーグに参加を希望する店舗は、SEDOへの店舗登録を行う必要がある。 

店舗登録を行うことができる店舗は、当該地域に住所を置き、SEDO に対し必要な手続

きを行った店舗とする。 

 

店舗登録はいつでも可能であるが、登録の際には事務局による視察の後、評議会での承

認を得る必要がある。 

 

登録された店舗は、SEDOにより店舗 IDを発行される。登録内容は、記載内容の変更ま

たは参加資格の条件を満たさなくなるまで有効となり、シーズンごとに店舗登録を更新す

る必要は無い。 

 

登録された店舗の代表者はオーナー会議へ出席しなければならない。 

また、選手の代表者 1 名（オーナー、スタッフを除く）をベニュー代表に選出し、選出さ

れた代表選手はべニュー代表会議に出席しなければならない。 
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（２）チーム登録、及びプレイヤー登録 

 

本リーグに参加を希望するプレイヤーは、SEDO に登録された店舗をホーム店舗として

リーグ参加のためのチーム登録を行い、本リーグに参加することができる。 

 

1店舗における、参加チームの上限はダーツボード 1面につき２チームまでとする。 

 

チーム登録に参加できるプレイヤーは、公的な身分証明書を所持しているダーツプレイ

ヤーとし、特に年齢制限は設けない。ただし、本リーグ会場において、20 歳未満のプレイ

ヤーへのアルコール飲料・喫煙は禁じる。また、18 歳未満のプレイヤーの 23:00 以降の本

リーグ会場への立ち入りは保護者同伴であっても禁じる。 

 

チーム登録はシーズンごとに行い、エントリーフィーは 1チームにつき 2000円（新規チ

ームは 4000 円）、プレイヤー１名につき 1000 円とする。シーズンごとに SEDO が定める

期日までにオーダーシートに必要事項（本名、性別、生年月日、エントリー時のレーティ

ング）を記入した上で、事務局まで提出し、キャプテンミーティング時にエントリーフィ

ーを納める事でチーム登録が完了する。新規登録チームは、登録した最初のシーズンは最

下位ディビジョンへの参加となる。 

 

チームエントリーは毎シーズン自動更新となり、チームの解散、名称変更、キャプテン

の変更がある場合、事務局が定めた期日までに告知しなければならない。 

一度登録されたチームが継続して次シーズンに参戦する場合、前シーズンの成績に基づ

いて該当するディビジョンに参戦する権利を所有する。チーム名の変更、チームメンバー

の変更があった場合でも、その所有権は継続する。 

 

登録時のチーム編成は、１チーム 4～12 名とする。各チームには、キャプテン、副キャ

プテンを一名ずつ選出しなければならない。 キャプテンは各シーズン開始前に行われるキ

ャプテンミーティングに参加しなければならない。 

 初期メンバーはメンバー登録受付締切日前であれば入替・追加・削除は自由に行える。

但し、登録メンバーが 12名を超える場合のメンバーの追加および 4名に満たない場合のメ

ンバーの削除はできない。  

 

登録店舗関係者（オーナー、スタッフ、インストラクター等）を含めてのチーム登録は

可能であるが、店舗関係者を含めての最少人数でのエントリー、及び店舗関係者をキャプ

テン、副キャプテンとして登録することは出来ない。 
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シーズン開始後であっても、どのチームにも登録していないプレイヤーであればメンバ

ーの追加は可能である。エントリーフィーは初期エントリーと同じく、一名につき 1000円

となる。ただし、12 名を超えるメンバーの追加はできない。またメンバーの入替・削除も

できない。 

 

 チームに登録されたプレイヤーは、SEDO事務局により IDを発行される。 

一度発行された IDは、記載内容の変更または参加資格の条件を満たさなくなるまで有効と

なり、チーム移籍があった場合などでも変更を行う必要は無い。 

 

  

（３）ゲスト参加 

 

当該シーズンにおいて、チーム登録時にどのチームにも登録していないプレイヤーは、

各試合 2 名までゲストとしての参加が可能である。ただし、当日の登録メンバーとゲスト

の合計が 12名を超えることは出来ない。各シーズンの 1チームにおけるゲストプレイヤー

の上限人数は、登録メンバーを含め 12名までとする。 

 

また、ゲストプレイヤーは、1試合につき 500円のゲストフィーを支払う事とする。（初

回は無料）ゲストプレイヤーが同一シーズン中に正規エントリーをする場合、支払ったゲ

ストフィーをエントリーフィーより差し引く事とする。1000 円を超えて支払ったフィーの

返却は行わない。 

 

ゲストとしての参加をした場合、当該シーズン中は他チームへの追加登録およびゲスト

参加をすることはできない。 

 

 

（４）参加資格の剥奪 

 

本リーグは、参加資格を有する条件にあてはまる店舗およびプレイヤーであっても、以

下の内容に抵触した店舗およびプレイヤーの、本リーグおよび SEDO が主催・運営するあ

らゆるイベント・プログラムへの参加を拒否する権利を有する。 

 

① 提出したエントリー・フォームに記載した内容に虚偽の申告をした店舗およびプレイヤ

ー  
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② 本リーグに参加する為に、飲酒運転および酒気帯び運転のおそれがあるにもかかわらず、

自動車および原動機付自転車を使用して参加したプレイヤー。または、自動車および原動

機付自転車を使用して参加したプレイヤーに飲酒を強要した店舗およびプレイヤー  

 

③ 本リーグで開催される試合の結果を賭博の対象とし、その行為に参加した店舗およびプ

レイヤー  

 

④ その他 SEDO が主観的かつ自主的に、本リーグの調和と進行を妨げ、あるいはその可

能性があると判断した店舗およびプレイヤー  

 

 

（５）移籍 

 

１）チーム全体のホーム店舗の移籍 

 

シーズン中にホームとする店舗が閉店する場合、もしくは本リーグの店舗参加条件を満

たさなくなった場合、各ディビジョン内の最低チーム数維持の為、別の登録店舗へチーム

を移籍してチームを存続する事ができる。 ホームを変更しなければならなくなった場合は、

事前に SEDO 事務局まで報告を行い、協議を経た上で移籍する店舗を決定する。 

それ以外の場合、原則的にチーム全体のホーム店舗の移籍は認められない。 

 

２）プレイヤーのチーム間の移籍 

 

チームに登録されたプレイヤーは、そのシーズン終了日時まで他チームへの移籍は出来

ない。ただし、エントリーしたチームにおいて一度もプレイしていない場合に限って、他

チームへ移籍する事ができる。 

 

移籍を希望するプレイヤーは、事前に登録チームのキャプテン、及び移籍先となるチー

ムキャプテンへ報告しなければならない。 両チームのキャプテンで協議を行い、移籍が認

められた場合、SEDO 事務局に報告を行うことで移籍が成立する。報告されていないプレ

イヤーが試合に出場された場合、その該当試合は移籍先チームの不戦敗となる。 両キャプ

テンの協議により移籍が認められなかった場合、チームを移籍することはできない。 

 

シーズン終了後、前期の登録チームから移籍を希望する場合でも、前期登録チームのキ

ャプテン、及び移籍先となるチームキャプテンへ報告を行う必要がある。両チームのキャ

プテンで協議を行い、移籍が認められた場合、次期シーズンのチーム登録を移籍先チーム
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から行うことで移籍が成立する。その際は、SEDO事務局に報告を行う必要は無い。 

両キャプテンの協議により移籍が認められなかった場合、1シーズンの間、エントリーし

ないことで、自由移籍の権利を獲得することが出来る。 

 

３）移籍に関する勧誘行為の禁止 

 

店舗関係者（オーナー、スタッフ、インストラクター等）によるチーム間の引き抜きや

勧誘行為を行ってはならない。そのような行為が認められた場合は、発覚時のシーズンに

おいて受け入れ先チームに対してマイナス 15ポイントのペナルティが生じる。 

 

 

３．リーグ形式 

 

（１）開催日程 

  

本リーグ開催日は原則として木曜日とする。 

 

試合日程は SEDO 事務局がシーズン開始前に決定し、キャプテンミーティング時に各チ

ームに伝達する。 

 

試合日程は、原則として SEDO事務局がシーズン初めに定めたスケジュールどおり進行

するが、店舗定休日およびイベント等開催予定のある等開催店舗に不都合が生じた場合な

どは、両チーム協議の上での日程変更は可能とする。 

 

変更がある場合、原則として変更される該当試合は予備日も含めた前後 1 週間の間に消

化しなければならない。 

 

日程変更を行う際は、事前に SEDO事務局まで報告をしなければならない。未報告もし

くは事後報告で試合が消化された場合は、その該当試合を無効とし、どちらのチームもポ

イントを獲得することはできない。  

対戦相手の都合により日程変更が不可能だった場合など、何らかの理由により試合が消化

されなかった場合は、最初に日程変更を申し入れたチームの不戦敗とする。 

 

シーズン中、自然災害等が生じてリーグの運営に支障が生じた場合や、試合が行えなか

った場合、特別措置として SEDO 事務局の判断でリーグの中止、該当試合およびその後の

試合の日程の変更を行う場合がある。 
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（２）競技形式の概要 

 

本リーグは、年間 2 シーズンのディビジョン形式のリーグとする。また、各シーズンの

リーグはホーム＆アウェイ形式で行う。 

 

Division A（最上位ディビジョン）のポイント獲得の最上位チームが、該当シーズンのシ

ーズンチャンピオンとなり、イヤーズチャンピオンシップの出場権利を得る。 

 

Division A の 2 位チームおよび各ディビジョンのポイント獲得の最上位チームが、シー

ズン後のプレーオフの出場権利を得る。プレーオフの優勝チームがプレーオフチャンピオ

ンとなり、イヤーズチャンピオンシップの出場権利を得る。 

 

 

（３）マッチ・フォーマット 

 

１）マッチ・フォーマット 

 

1 試合のマッチ・フォーマットは下記の 15 ゲームとする。通常のシーズン中は勝敗が決

した後も全てのゲームを消化することとする。 

  

第 1ゲーム 1101 － ガロン （4人 vs  4人）  

第 2ゲーム S・クリケット － ダブルス （2人 vs  2人）  

第 3ゲーム 501 － ダブルス  

第 4ゲーム 501 － ダブルス  （ハンデ戦） 

第 5ゲーム S・クリケット － ダブルス （ハンデ戦）  

第 6ゲーム 501 － シングルス  

第 7ゲーム S・クリケット － シングルス 

第 8ゲーム 701 － トリオス （3人 vs  3人） 

第 9ゲーム S・クリケット － トリオス 

第 10ゲーム S・クリケット － ダブルス 

第 11ゲーム 501 － ダブルス 

第 12ゲーム 501 － シングルス （ハンデ戦） 

第 13ゲーム S・クリケット － シングルス （ハンデ戦）  

第 14ゲーム S・クリケット － ダブルス   

第 15ゲーム 501 － ダブルス (ダブル in ダブル out セパレート BULL) 
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■ ハンデ戦 

ハンデ戦は、出場選手の当日の 01 平均スタッツ、クリケット平均スタッツを元にレーテ

ィング換算表の通りにオーダーシートに記入し、両チームのレーティングを確認後、その

差に応じてマニュアルにてマシンに入力する。なお、参考とするのは、出場選手が最も使

用する頻度が高い、各種ダーツマシンのカードデータとする。 

 

■ プレイヤーの出場ゲーム制限 

 

1試合で 1プレイヤーが出場できるゲーム数上限は以下とする。 

ガロン 1ゲーム（1ゲーム中） 

トリオス 2ゲーム（2ゲーム中） 

ダブルス 4ゲーム（8ゲーム中） 

シングルス 1ゲーム（4ゲーム中） 

 

当日来場した登録プレイヤーは該当試合の最低 2ゲームには出場しなければならない。 

2ゲーム出場しないプレイヤーがいた場合、その該当プレイヤーの所属するチームの不戦敗

となる。ただし、ゲストの場合はゲーム数上限のみの適用とする。 

仕事の都合などで不参加のプレイヤーが遅れて来場する場合、また怪我などで試合に出場

できないプレイヤーが来場する場合などは、必ず対戦チームのキャプテンの了承を得なけ

ればならない。 

 

 

■ 各ゲームの基本ラウンド設定と基本ゲーム料金 

 

各ゲームのラウンドと料金の設定は以下の通りとする。 

 

501  ： 15ラウンド  200円 

701  ： 15ラウンド  200円 

1101  ： 20ラウンド  200円 

S・クリケット  ： 15ラウンド  200円 

 

上記のラウンド設定と店舗の普段の設定が異なる場合、リーグの試合時にはラウンド設

定を変更しなければならない。ただし、設定の変更を確認せずにゲームを開始してしまっ

た場合、該当ゲームはその設定のまま成立することとする。 
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 ゲーム料金に関しては、1 ゲーム一律 200円とし、全 15ゲームを消化した場合、1 チー

ムにつき 3000 円となるため、試合前にホームチームのキャプテンが両チームから収集し、

試合に使用するマシンに必要額を投入する。 

１チームにつき 3000円のゲームフィーは固定とし、使用マシンの金額設定がハッピーアワ

ーなどにより異なっていた場合など、使用マシンに投入せずに余った料金は店舗に納める

ものとする。 

 

 

（４）試合当日の進行 

 

１）オーダーシートの記入・確認  

 

試合開始前までに、各チームは SEDO が定める所定のオーダーシートに、全試合のメン

バーを記入しなければならない。両チームの記入が終わり次第、同時に両チームのキャプ

テンで交換し、記入不備が無いかの確認を行う。いったん提出され確認されたオーダーシ

ートのメンバーの変更はできない。また、ダブルス、トリオス、ガロンは、事前に提出し

たオーダーどおりの順番でプレイしなければならない。  

 

オーダーシートの記名欄には ID と、名前（本名）を記入する。略称記入や記入漏れは、

SEDO からの連絡・報告なく無効となり、試合結果は成立するが、個人表彰の対象とはな

らない。  

 

なお、オーダーシートは各店舗に保管しておき、試合時にホームチーム、アウェイチー

ムの分をそれぞれに渡して使用する。 

 

２）試合開始 

 

試合開始時間は原則として、20：15とする。 

 

21：00までに試合を開始できる状態にないチームは不戦敗（詳しくは不戦敗の項を参照）

となる。ただし、プレイヤーが時間前に集まることができない旨を、対戦チームおよび店

舗へ事前に報告し、了承を得た場合はこの限りではない。  

 

試合開始時間になったら、各チーム整列し、ホームチームキャプテンもしくは代理の主

導で試合前の連絡事項の確認、挨拶を行う。その際、ラウンド設定等の確認も行い、ゲー

ム料金の提出もこの時点までに行う。 
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３）ゲーム進行 

 

 原則的に、ホームチームのキャプテンが進行役となり、試合を進行する。 

進行に何らかの問題が生じた場合は、両チームのキャプテンの協議を行う。 

 

各試合の結果（勝敗、スタッツ、アワードなど）は、オーダーシートに各チームのキャ

プテンが記入する。当日キャプテンが不在の場合は、各チームの当日の代表者が代理で記

入する。  

 

■ 先攻・後攻の決定 

 

すべてのゲームの先攻後攻は、ホームチーム先行でコークにより決定する。コークはす

べてビット数にて決定する。先攻チームの投げたダーツが、インナー・ブルの真ん中に刺

さった場合のみ、後攻チームは刺さっているダーツを抜く事ができる。ダーツを抜く前に

必ず両チームのゲーム・キャプテンがビット数の確認を行う。 それ以外の場合は、ダーツ

が刺さったままの状態で投げなければならない。  

先攻チームと後攻チームのビット数が同じだった場合、先攻・後攻を交替して再コーク

となる。その際も刺さっているダーツは抜かずに行う。  

 

 

■ 各ゲームの勝敗決定  

 

１）01ゲームの勝利条件  

 

A－先攻・後攻にかかわらず、先にフィニッシュ（0ゼロ）にしたチーム  

B－A の条件を満たさない場合は、コークにより勝利したチーム（コークについては先

攻・後攻決定時と同ルールとする）  

B条件は点数が同点および点差がある場合、どちらも該当する。  

 

２）S・クリケットの勝利条件  

 

A- 設定ラウンド内にすべてのクリケット・ナンバーをクローズ（3 マーク）し、かつ点数

の高いチーム  

B- A条件を満たさない場合は、点数の高いチーム  

C- Aおよび B条件を満たさず同点の場合は、コークにより勝利したチーム  
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■ 誤反応・マシントラブル 

 

盤面の誤反応に関しては、原則、マシンの反応を優先とする。ただし、明らかな誤反応

は対戦相手に確認を取った上で、ラウンドを戻してゲームを再開して構わない。 

 

ゲーム中の停電等のマシントラブルは、 電源を入れ直してゲームを再開し、試合が止ま

った時点までスコア、マークを進めてからゲームを再開する。  

不明な場合はゲームを最初からやり直す事とする。 

※ 両チームの集めたゲーム代を使用する事とする。 

  

 

４）試合終了後の報告 

 

試合終了後、ホームチームおよびアウェイチームの両キャプテンもしくは代表者が、オ

ーダーシートに記入された結果を確認し、間違いがない事を確認の上、相手チームのオー

ダーシートにサインをする。両キャプテンのサインがされたオーダーシートを、ホームチ

ームが事務局へ FAXにて報告する。 

なお FAXした後のオーダーシート（両チーム分）は、ホームチームが年度内は保存・管

理しておかなければならない。 

 

また、速報用の簡単な試合結果を速報用メールアドレスまで、ホームチームのキャプテ

ンがメールする。 

 

報告はメールを当日の 24時までに行ない、FAXは翌日の午後 12時までに行わなければ

ならない。  

 

事務局 FAX番号 042-448-1413 

速報用メールアドレス sokuhou@seibu-darts.org 

 

事務局への報告がなく、オーダーシートの紛失により結果を確認することが出来なくなっ

た場合、該当試合のポイント及びアワードを無効とする。 

 

 

 

mailto:sokuhou@seibu-darts.org
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５）一試合における参加料金 

 

各プレイヤーはゲーム料金とは別に、ワンドリンクのオーダーをするものとする。 

その上で、飲食代のチーム合計料金として、一試合に最低 6,000円を支払う事とする。 

 

棄権があった場合、棄権したチームは 12,000円の罰金を、その試合当日に試合が行なわ

れる予定であった店舗に支払う事とする。 

 

 

（５）試合の勝敗による獲得ポイント 

 

ポイントは 1 ゲーム勝利するごとに 1 ポイント与えられる。最終的にポイントが多いチ

ームが該当試合の勝利チームとなる。 

 

■ 試合当日 4名集まらない場合のポイント  

 

試合当日 1 チームにつき正規エントリーをしたプレイヤーが 2 名集まる事ができれば試

合は成立するが、消化が可能なダブルス 4 ゲーム、シングルス 2 ゲームのすべてに勝利し

ても合計 6 ポイントしか獲得できない。シングルス 2 ゲーム、ダブルス 4 ゲーム、トリオ

ス 2 ゲーム、ガロン１ゲームは不戦敗となり、対戦相手のチームに自動的に 9 ポイント加

算される。 同じく 3名集まる事でも試合は成立するが、シングルス 1 ゲーム、ダブルス 2

ゲーム、ガロン 1 ゲームは不戦敗となり、対戦相手のチームに自動的に 4 ポイント加算さ

れる。 

 

■ 不戦敗 

 

試合当日最低 2 名の正規登録プレイヤーが集らなければ試合不成立として、集らないチ

ームを不戦敗とする。 

不戦勝チームは 15ポイント、不戦敗チームはマイナス 6ポイントを獲得する。 

また、チームが消滅した場合も、それ以降の対戦チームは 15ポイント、消滅したチーム

は残り試合×マイナス 6ポイントが加算される。 

どちらのチームも集らず、かつ日程変更希望の連絡がない場合は、無効試合として消化

されたものとし、両チーム 0ポイントとする。  

チーム消滅の場合を除き、棄権ならびに不戦敗があった場合、棄権もしくは不戦敗した

チームは 12,000円の罰金を、その試合当日に試合が行なわれる予定であった店舗に支払う

事とする。 
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（６）ディビジョン形式 

 

本リーグではディビジョン形式を採用し、1ディビジョンにつき４～６チームでのディビ

ジョンを形成する。最上位を Division Aとし、前シーズンの最終結果を元に次シーズンの

ディビジョン組みを決定する。新規参加チームは最下位ディビジョンからの参加へ位置づ

ける。 

 

■ ディビジョンにおける順位決定 

 

各ディビジョンの順位は以下の優先順位に基づき決定される。 

 

1. 勝利試合数 

2. 獲得ポイント数 

3. 直接対決の獲得ポイント差 

4. アウェイでの獲得ポイント数 

 

以上の条件で順位が決定できない場合、事務局立会いの下、抽選とする。 

 

リーグ全節終了後、決定した順位に応じて後述するプレーオフおよびイヤーズチャンピ

オンシップに進出する権利が生じる。 

 

 

■ ディビジョン入れ替え 

 

リーグ終了後、最終的な順位結果をもとに各ディビジョンの上位 2 チームが上位ディビ

ジョンに昇格、下位 2チームが下位ディビジョンに降格となる。5チームの場合、3位チー

ムは同一ディビジョンに残留となる。ただし、最上位ディビジョンの場合、昇格は無く、

最下位ディビジョンの場合の降格も無い。 

ただし、後述するプレーオフにおいて下位ディビジョンからのジャンプアップが生じた

場合、該当する上位ディビジョンの 2位チームは昇格できなくなる。 

 

なお、チーム解散等によりディビジョン内のチーム数が 5 チームに満たない場合、下位デ

ィビジョンより昇格となる場合がある。 
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４．プレーオフ 

 

シーズン終了後、Division A の 2 位チームおよび各ディビジョンの 1 位チームにプレー

オフ進出の権利が生じる。 

 

プレーオフは、最下位ディビジョンの 1 位チームとその上のディビジョンの 1 位チーム

の試合から行われる。勝利チームがさらに上位のディビジョン 1 位チームと試合を行う。

最終的に勝ちあがったチームと、Division A の 2 位チームが試合を行い、勝利したチーム

をプレーオフチャンピオンとする。プレーオフチャンピオンには後述するイヤーズチャン

ピオンシップへの出場権利が生じる。 

 

 プレーオフはシーズン終了後速やかに、上位ディビジョンのチームをホームとして各店

舗にて開催される。日程などは当該チームに事前に SEDO 事務局より連絡する。 

  

ゲームフォーマット、開始時間などは通常のリーグ時に準じるが、勝敗が決した段階で

試合を終了するノックアウト方式を採用する。 

 

プレーオフの飲食代のチーム合計料金として、ノーチャージで最低 3,000 円を支払う事

とし、ノックアウトにより余ったゲーム代は各チームに返却する事とする。 

 

プレーオフにて下位ディビジョンのチームが 2 つ上のディビジョンのチームに勝利した

場合、ジャンプアップとして次シーズンはそのディビジョンへ所属することとなる。その

際、中間ディビジョンの 2位チームは上位ディビジョンに昇格できない。 

 

例）Division D 1位のチームが Division B 1位のチームに勝った場合、Division C 2位

のチームは昇格ができず、Division Cに残留となる。 

 

 プレーオフは上位ディビジョンのチームをホーム扱いで行い、立会人は一回戦 SEDO 事

務局員もしくは事務局から推薦された中立な第三者が行うこととする。二回戦以降は前試

合の敗退チームより立会人の選出を行う。プレーオフで負けたチームは、次週のプレーオ

フの試合前日までに、選出した立会人の名前を事務局まで報告する。なお、チーム内での

選出が難しい場合、ベニュー内からの選出も容認する。 

 

 プレーオフに参加できるプレイヤーは、当該チームに登録され、通常リーグ中に１試合

以上に参加したプレイヤーとする。ただし、当日の参加登録メンバーが 4 名に満たない場

合のみ、通常リーグ中に 2試合以上参加したゲストプレイヤーとの参加を認める。 
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５．イヤーズチャンピオンシップ 

 

 各シーズンの、Division A ポイント最上位チーム（シーズンチャンピオン）とプレーオ

フの勝利チーム（プレーオフチャンピオン）の 2 チームがイヤーズチャンピオンシップに

進出する権利を得る。年間 2 シーズン制のため、最大で 4 チームが各年度のイヤーズチャ

ンピオンシップ進出権利を得ることとなる。 

 

 イヤーズチャンピオンシップの、日程、会場、マッチ・フォーマットなどは、イヤーズ

チャンピオンシップ進出チームが決定した後、速やかに評議会により決定され、告知され

る。 

 イヤーズチャンピオンシップの進行、運営は、SEDO 事務局もしくは選手会から派遣さ

れた当日の試合参加予定のない中立な第三者が行うこととする。 

 

イヤーズチャンピオンシップに参加できるプレイヤーは、当該チームに登録され、通常

リーグ中に 1 試合以上に参加したプレイヤーとする。リーグ中に 1 試合も参加していない

プレイヤーおよび、ゲストプレイヤーは参加することができない。 

 

 

６．表彰 

 

各シーズンの表彰は次シーズン開始時のキャプテンミーティングにて行う。 

イヤーズチャンピオンシップの表彰は当日行う。 

 

（１）団体表彰 

 

各ディビジョンの 1位チームに表彰を行う。 

  

 上記の各チームにレプリカの盾を贈呈する。また、SEDO 登録店舗で使用できるバウチ

ャー券を贈呈する。バウチャー券の金額は評議会で決定し、オーナー会が発行する。 

 

 イヤーズチャンピンシップの優勝チームには優勝カップを授与する。優勝カップは 1 年

間ホーム店舗で管理し、次年度のイヤーズチャンピオンシップ時に SEDO 事務局に返還す

る。 

また、SEDO 登録店舗で使用できるバウチャー券を贈呈する。バウチャー券の金額は評

議会が決定し、イヤーズチャンピオンシップの日時等に準じて告知する。 
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（２）個人表彰 

 

１）アワード 

 

本リーグのすべての試合時（プレーオフ、イヤーズチャンピオンシップを除く）を対象

として、アワードを出したプレイヤーにアワードバッチを贈呈する。 

対象となるアワードは、 

Hat Trick（HT）、Three in the Black（BK）、Three in a Bed（TB）、White Horse（WH） 

Ton 80（180）、High ton off の６つのアワードとする。 

 

２）MVP 

 

 シーズンごとに各ディビジョンの最も勝率が高かったプレイヤーを MVP として表彰す

る。ただし、表彰対象は当該シーズンで 20ゲーム以上プレイしたプレイヤーとする。MVP

となったプレイヤーには SEDO登録店舗で使用できるバウチャー券を贈呈する。 

バウチャー券の金額は評議会で決定し、キャプテンミーティングで告知する。 

 

７．リーグマナー・罰則・ 

 

リーグの円滑なる運営・進行の為、以下の行為を禁止する。 

 

・飲酒運転および酒気帯び運転の恐れがあるにもかかわらず、自動車および原動機付 

 自転車を使用しての入場 

・ダーツをプレイするに相応しくない服装での入場 

・店舗内外での暴力行為および店舗内外の備品損壊 

・試合中あるいは応援の際の、誹謗・中傷、ヤジ・罵声 

・プレイエリアでの携帯電話の使用 

・店舗内への飲食物の持ち込み（発見次第回収する） 

・試合中の空き台を使用した練習 

・提出した生年月日の内容の虚偽申告 

・あらゆる試合の結果を賭博の対象とし、その行為へ参加する事 

 

上記の禁止行為を行ったプレイヤーおよび店舗は、本リーグ失格となるだけでなく、将

来にわたる SEDO 主催および運営するすべてのイベントへの参加資格の取り消しにつなが

る事がある。 
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８．問題時の対応、異議申し立て 

 

 リーグ当日に起こった試合進行などに関する問題・トラブルは、両チームのキャプテン

の協議のもと対応し、後日、ホームチームのキャプテンから SEDO事務局まで FAXもしく

は E-mail にて、その内容および対応策を報告する。ただし、その場で解決した問題に関し

てはこの限りではない。 

 

 リーグ開催日ではない日に、本リーグに関する問題に関して異議申し立ての必要がある

場合、プレイヤー側からの問題はチームキャプテン、またはベニュー代表選手が、店舗側

からの問題は店舗責任者が、SEDO事務局まで FAXもしくは E-mail にてその内容を報告

しなければならない。 

 

 申し立ての内容は SEDO 事務局が判断し、対応を行う。その判断・対応が不服であった

場合、キャプテンもしくは店舗責任者は、選手会もしくはオーナー会を通して評議会に提

議することができる。評議会では定義された議題について決議し、その内容はベニュー代

表選手会議、およびオーナー会議で告知される。 

 

 

 

SEDO事務局 連絡先 

FAX ：042－448－1413 

E-mail ：info@seibu-darts.org 

 

 

 


