第2回 親子Ｄｕｏ大会 in 東京 FEATURING FORTNITE大会規約
1. 開催概要
1.1 開催場所
オンライン
1.2 開催日時
2022年 9月 17日（土）13:00～16:30 頃（予定）
1.3 試合形式
バトルロイヤル アリーナ Duo
※当日実装されている version パッチを利用します
1.4 参加者タイムスケジュール(予定)
※大会は公平を期すため 5 分遅延で配信いたします。
12:45 Discord サーバーに集合。
13:00 マッチ 1 用カスタムマッチキーを通知
13:05 マッチ 1 開始
13:40 マッチ 2 用カスタムマッチキーを通知
13:45 マッチ 2 開始
14:20 マッチ３用カスタムマッチキーを通知
14:25 マッチ３開始
15:10 エキシビション用マップコードを通知
15:15 エキシビション開始
15:30 決勝用カスタムマッチキーを通知
15:35 エキシビション開始
16:10 順位発表・インタビュー
※進行状況により時間が前後する場合があります。
Discord サーバーにて都度お知らせしますので確認をお願いします。
1.5 出場定員
各グループ 90 人(45 組)×3グループ＝最大 270 名(135 組) 予定
※応募者多数の場合は東京都在住の方優先の抽選にて参加者決定をさせていただきます。
※参加グループの希望は受け付けておりません。
1.6 参加費
無料
1.7 参加資格
（１）親子（子は小学生）であること。
※エントリー時に保護者様及びお子様の保険証のコピーをアップロードしていただきます。
※応募者多数の場合は東京都在住の方優先の抽選にて参加者決定をさせていただきます。
（２）ボイスチャットアプリ Discord が利用でき、Discord 上で運営事務局からの連絡に応答で

きること。
（３）日本語で大会運営スタッフや他の選手と円滑にコミュニケーションが取れること。
（４）本規約を理解し遵守すること
（５）FORTNITE のオンラインプレイ可能なプラットフォームを 2 台所持していること。
PS4、PS5、Xbox の分割画面機能を使用しての参加も可能です。
（６）FORTNITE のアカウントレベルが 15 以上であること。
2. 大会エントリー
2.1 エントリー方法
大会への参加には事前エントリーが必要です。
2.2 申し込み締め切り
2022 年 9月 4日（日）23:59
2.3 イベント参加通知について
イベント参加が決定したプレイヤーに対し、2022 年９月 6日（火）までに事務局よりメール
にてご連絡します。
3. プラットフォーム
各自のプラットフォームを使用し参加ください。使用可能なプラットフォームは以下のとおり
です。
・PC
・Nintendo Switch
・Nintendo Switch Lite
・PlayStation®4
・PlayStation®5
・Xbox One
・Xbox Series S
・Xbox Cloud Gaming
・スマートフォン（AndroidOS に限る）
・タブレット（AndroidOS に限る）
※PC+パッドなどデバイスの組み合わせに制限はありません。
4. 大会ルール
4.1. Discord での大会進行
・運営事務局との連絡は大会専用の Discord サーバーチャットにて行います。
・プレイヤーは、ゲーム内のプレイヤー名、Discord ネームを統一してください。
・プレイヤーは指定の時間に Discord サーバーに集合し、運営の指示に従ってください。
4.2 カスタムマッチキーに関して
・試合開始の直前にDiscord にて連絡します。
4.3 カスタムマッチ参加確認
・仕様上、参加しているプレイヤー名の確認が行えないため、人数のみで確認を行います。
カスタムマッチに参加できていないプレイヤーがいる場合は Discord にて運営が定めた時刻まで
に報告を行ってください。
・カスタムマッチに参加できず著しく大会進行に遅延が発生すると運営が判断した場合は、当該

プレイヤーを不戦敗とする場合があります。
4.4 エラーにより参加できなかった場合
・プレイヤーは、試合を行う上で使用する機材・通信環境についての全ての責任を負うものとし
ます。
・マッチ開始時にエラーにより参加できなかったプレイヤーがいた場合でも試合はそのまま続行
します。
4.5 順位について
・各マッチの終了時、順位とエリミネート数に応じたポイントを付与します。
・3マッチの合計獲得ポイントで順位を決定します。

・各グループ、下記順序にて順位決定を⾏います。
1. 3マッチ合計のポイント(順位ポイント+エリミネートポイント)
2. 3 マッチ合計のエリミネートポイント
3. 1 マッチでの最高ポイント(順位ポイント+エリミネートポイント)
4.

1 マッチでの最高エリミネートポイント

5.

第3マッチでの順位

4.6 その他注意事項
・Epic アカウント ID の 2 段階認証を有効にしてください。
2 段階認証を有効にするには、 https://epicgames.com/2FA より Epic アカウントにログインし、
画面上の指示に従う必要があります。
・FORTNITE のマッチメイキング地域を「アジア」に設定してください。
・FORTNITE の「匿名モード」を「オフ」にしてください。
5.賞品
5.1 各賞について
・各グループ 1 位~3位の Duo に授与予定です。
5.2 賞品発送について
賞品受け取りの対象になった方には別途、ご住所など配送に関わる個人情報をご提示いただき
ます。

6. 配信
本イベントはYouTube での LIVE 配信を予定しています。配信に参加中の肖像・プレイヤー名
が映る可能性がありますのでご了承ください。
7. 禁止事項
・本規約に反すること。
・授与された賞品を転売サイト等で転売を行うこと。また、賞品を受け取る権利を譲渡すること。
・大会運営に関する情報を、許可無く外部へ公開すること。
（大会専用 Discord サーバー、カスタムマッチキーなど）
・参加時の申告内容に虚偽のものを記載して参加すること。
・大会への参加権を他者に譲渡すること。
・大会運営スタッフの大会進行上必要な指示、要請に従わないこと。
また、大会進行、運営を意図的に妨害すること。
・大会運営スタッフの大会進行上必要な質問に適切に回答しないこと。
また、大会運営スタッフに虚偽の申告をすること。
・試合相手や他の選手へ賞品を分配する、もしくはその約束を打診すること。
・意図的に敗北するよう他の選手に働きかける、もしくはその働きかけに応じて意図的に敗北す
る事。
・試合の結果やプレーの内容について、他の選手と何らかの申し合わせを行うこと（チーミング
等）。
また、スポーツマンシップに反する行為や態度を、運営事務局、他の選手、観客に見せること。
・クライアントの脆弱性や不具合を故意に利用すること。
・『FORTNITE』の利用規約に反すること。
・公序良俗に反する、卑猥、差別的、攻撃的、肖像権を侵害する可能性のある固有名詞、
その他不適切なプレイヤーネームを使用すること。
・Discord サーバーおよび、SNS などで、本大会や『FORTNITE』の信用を失わせるような言動、
他の選手に対する暴言やハラスメント行為、暴力、他の選手を煽るなどの非紳士的行為を行う
こと、その他各種法令に反する行為を行うこと。
・反社会的勢力と関係すること。
8. 免責事項
・ゲームサーバーのトラブルや天災等やむを得ない事情が発生した場合、本大会を延期、中断す
る場合があります。運営事務局の責任によらない不可抗力による変更時は、賞品の贈呈を行わ
ない場合があります。また不可抗力時、運営事務局は選手に対してその責任を負わず、大会へ
の参加のために要した諸経費の支払請求の一切を受け付けません。
・プレイヤー同士のトラブルや、プレイヤーが本規約に違反したことにより生じた損害や不利益
について、運営事務局は、運営事務局の指示や対応に重大な責任がある場合を除き、一切の責
任を負いません。
・肖像権、パブリシティ権および個人情報の取り扱い等
（１）エントリーに際して、提供された個人情報は、本大会の運営や本大会に関連する広報等の
範囲で利用いたします。
（２）プレイヤーは、参加中の肖像・ゲーム内の名前・年齢および自己紹介などの情報が、運営
事務局、運営および大会関係者が作成するウェブサイト、大会関連の広報物、報道並びに
情報メディアにおいて、今年度並びに来年度以降も使用される可能性があることを了解し、
付随して運営事務局および大会関係者が制作する印刷物・ビデオ並びに情報メディアなど
による商業的利用を承諾し、これにつき、肖像権、パブリシティ権その他の権利を行使し
ないものとします。

9. 規約の変更
・運営事務局は、予告なく本規約を変更する権利を有します。
・本規約が変更される際は公式ウェブサイト上で告知され、その時点で発効するものとします。
10. 準拠法及び裁判管轄
・本大会及び本規約は日本法に準拠し、日本法にしたがって解釈されるものとします。
・本大会及び本規約に関する一切の訴訟その他の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。
11. お問い合わせ先
親子Duo大 会 in 東 京 FEATURING FORTNITE 運営事務局へご連絡ください。
https://forms.gle/qJRL3jKoA342Diw99

・受付時間は、月曜日〜金曜日の平日 10:00〜17:00 です。
・平日の受付時間外のお問い合わせは、翌日の受付とします。
・土曜日、日曜日、祝日のお問い合わせは、休み明け最初の平日の受付とします。
お問い合わせへのご返信は、受付順に行います。お問い合わせ状況により返信に時間を要する
場合があることをご了解ください。
・大会開催中は 大会専用 Discord サーバー にてご連絡ください。
※このイベントは Epic Games によりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

変更履歴
2022/8/26 開催日を9月17日(土)に変更

