
前略　いつもお世話になっております。

このたび2021年7月17日(土)～7月18日(日)の日程にて開催いたします、

「HEAD CUP TWO 2021 Summer in 新横浜」大会のドロー及び、

大会注意事項をお送りいたしますのでよろしくお願い申し上げます。

＜新型コロナウイルス感染予防対策注意事項>

・試合中以外はマスク着用することを義務とします。

・帯同は中学生以下のジュニアのみ1名帯同可とします。（高校生以上の選手への帯同はお断ります。）

帯同者は選手とご一緒に入退館してください。

帯同者の入館手続きは参加選手とご一緒に行っていただきます。

・参加選手・帯同者は健康チェックシート(2週間前から記入)を提出していただきます。

（未提出の場合は入場をお断りいたします。その際の返金はいたしません。）

・入場時に手指消毒、検温を行い、37.5 度以上の発熱がある場合、

または咳・くしゃみ等の体調に異変がある場合は、出場及び入場をお断りさせて頂きます。

（体調不良により入場をお断りした場合も、返金はいたしません。）

この他の＜新型コロナウイルス感染予防対策＞につきましては

<大会開催での新型コロナウイルス感染予防対策>

をご確認ください。

＜大会注意事項>

・本大会のルールはJSAのルールに則って行ないます。選手権本戦はPAR 11　ベストオブ5ゲームズ、

選手権予選及びその他のクラスではPAR 11　ベストオブ3ゲームズにて行います。

コンソレーションはベストオブ3ゲームズまたは、15点先取1ゲームマッチで行います。

・選手権に出場する選手は服装規定を厳守してください。

違反があった場合は大会審判員の判断により、失格となります。

・3位決定戦は行いません。ベストオブ3ゲームズではノックアップを左右合計3分、

ベストオブ5ゲームズでは4分とします。

・選手は試合予定時刻を5分経過してコートに入らない場合は棄権とみなします。

また進行上、時刻が変更になる場合もありますので会場の進行表に常にご注意ください。

・原則として勝者レフリー、敗者マーカーとしますので試合後、両者は次の試合のレフリー、

マーカーは責任を持って行ってください。

出来ない場合は代わりの方をたててください。円滑な運営にご協力をお願いいたします。

・試合中の事故、怪我につきましては主催者、施設側は一切の責任を負いませんので

自己の責任において処理をしてください。

万が一発生の場合はファーストエイドのみ対応いたします。

・ご都合により大会を棄権される場合は、メールにてご連絡ください。

本人確認の為、申込時に登録をしたメールアドレス以外からのご連絡はご遠慮下さい。

　　　　

HEAD CUP TWO 2021 Summer in 新横浜

大会注意事項

連絡先 大会前日まで      TWO大会事務局 two-office@sq-cube.com

大会当日     SQ-CUBE横浜　045-306-8700



会場利用上のルールに違反した参加者には罰則規定があります。

・クラブの開場時刻は、期間中はすべて試合開始の45分前からとなります。

・クラブ内ではクラブのルールを守って行動してください。（ゴミはお持ち帰り下さい）

・写真及びビデオの撮影は大会スタッフの許可が必要となります。

・館内のコンセントの使用は禁止とさせていただきます。（携帯電話の充電を含む）

・館内での飲食は指定された所以外は禁止されていますのでご協力願います。

・その他は当日の大会スタッフの指示に従って、

クラブ内の利用をしていただきますようお願い申し上げます。

以上

会場利用上の注意
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