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新型コロナウイルスによる規約変更の可能性につきまして 

本イベント規約は、上記規約公開時点のものです。 

参加いただく皆様の安全を第一に、新型コロナウイルスの影響を鑑みながら、 

随時、開催時期や運営方法を検討・対応いたします。 

今後、当規約の内容に変更が生じる場合がありますので、ご理解のほどお願いいたします。 

  



 

1. スケジュール 
エントリー期間 : 2022 年 9 月 5 日(月)18:00 ～ 2022 年 9 月 19 日(月)23:59 
イベント実施日 : 2022 年 9 月 24 日(土)14:30～19:00 

14:00 には大会運営指定の Discord サーバーにて連絡が取れる状態でお待ちください。 

※スケジュール時間はイベントの進行によって多少前後いたします。ご了承ください。 
 

2. 募集人数 
60 名 ※応募人数が 60 名を超えた場合、抽選にて決定。 

 

3. イベント概要 
本大会は、バトルロイヤル形式で、最大 60 名が参加出来る１日完結型のオンライン大会です。 
予選(以下 Game)を 3 回行い、本大会の優勝者を決定いたします。 
 

(1) 使用タイトル 
「Apex Legends」 
 

(2) 開催形式 
オンライン 
 

(3) 対象プラットフォーム 
PC(Origin、Steam)、PlayStation🄬4、PlayStation🄬5、Xbox One、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 

 
 

4. マッチレギュレーション 
1. 試合ルール 

マッチ形式 : カスタムマッチ 

マップ :  

 Game 1  : WORLD'S EDGE 

 Game 2  : WORLD'S EDGE 

 Game 3  : WORLD'S EDGE 

 

モード : バトルロイヤル 

匿名モード : 無効 

パッチ : イベント実施日のライブサービスにおいて利用されている最新のもの 

 

 
【Game 1~3】 

参加者 60 名のカスタムマッチを 3 回実施します。 

獲得累計ポイントが 1 番多かったチームが優勝になります。 

Game1~3 のポイント集計システムは下記を参照します。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイブレーカー : 当該イベントにて、複数プレイヤーが同一ポイントであった場合、以下の形式で勝

者を決定します。 
 

① シングルマッチスコア (優先度 高) 

当該イベントで行われたゲームの最高シングルマッチスコアを比較します。 

最高シングルマッチスコアのプレイヤーがタイブレーカーの勝者となります。 

 

② シングルマッチの最高順位 (優先度 低) 

当該イベントで行われたゲームの最高順位を比較します。 

最高順位(最も小さい数字)のプレイヤーがタイブレーカーの勝者となります。 

最高シングルマッチスコア及びシングルマッチの最高順位を比較してもタイブレークが行われな

かった場合は、シングルマッチの合計キル数で勝者を決定します。 

 

 

③ 最終マッチのゲーム内順位 

当該イベントで行われた最終ゲームの順位を比較します。 
 

MVP賞（一番多くの敵を倒したプレイヤーに送られる賞）タイブレークに関して 

チームの獲得累計ポイントを比較します。 

同チーム内でタイブレークが起こった場合当該イベントで行われたゲームの 

1位 12 ポイント 11位 1 ポイント 

2位 9 ポイント 12位 1 ポイント 

3位 7 ポイント 13位 1 ポイント 

4位 5 ポイント 14位 1 ポイント 

5位 4 ポイント 15位 1 ポイント 

6位 3 ポイント 16位 0 ポイント 

7位 3 ポイント 17位 0 ポイント 

8位 2 ポイント 18位 0 ポイント 

9位 2 ポイント 19位 0 ポイント 

10位 2 ポイント 20位 0 ポイント 

１キル 1 ポイント 



最高シングルマッチキル数を比較します。 
 

 

2. 試合中のトラブルについて 

運営がリマッチを宣言した場合、当該 Game のリマッチ(再試合)を行うものとします。 

試合中に選手が回線トラブルでサーバーから切断されても、そのまま試合は続行します。 

 

【Game1~3】 

Game1~3 において、以下の場合でのみリマッチを行います。 

以下が確認できない場合は、リマッチを行いません。 

※リマッチは、各グループ Game1~3 の都合 3 ゲームのうち 1 度のみ行われます。 

既にリマッチが行われたグループは、それ以降の Game において、いかなる事由を以てしてもリマッ

チを行いません。 

 

①何らかの事由により試合中にサーバーがダウンし、当該マッチの 80%以上のプレイヤーがマッチに

参加できなくなった場合。 

 

なお、サーバーダウン・サーバーエラー等でゲームに参加できなくなった場合/ゲームに接続できてい

ない際に撃破された場合、順位ポイント・キルポイントどちらも０として計算します。 
 

上記で定めたルールでの対応の他に、運営事務局の裁量で特例を発行し、判断を下す場合があります。 

 

3. ゲーム内 IDについて 

参加フォームに記入された ID とゲーム内 ID が異なる場合、Game の結果に関わらず、当該 Game の

獲得ポイントは 0 とします。 

なお、ID の整合性が問題なく確認できた場合は、以降の Game でポイントの獲得を認めるものとしま

す。 
 

 

 

 

 

 

5. 参加条件 
 

(1) 本規約に同意いただけること（本イベントにエントリーした時点で、本規約に同意したものとみなし

ます）。 

(2) 大会運営が提示を求めた場合に、指定する書類及びその書き写しを提出できること。 

(3) 日本在住であり、応募時点で満 17 歳以上であること。 

(4) 各チームいずれかの参加者が 17 歳から 24 歳であること 



(5) エントリー開始からイベント終了、賞品の受け取りまで運営事務局からの連絡を受け取れること。 

(6) 本規約とルールブックを理解し遵守すること。 

(7) 運営事務局に属していないこと。 

(8) Apex Legends の有効なアカウントを有すること。 

(9) 運営が指定するコミュニケーションツール(Discord)の有効なアカウントを保持していること。

(Discord: https://discord.com/ ) 

(10) 運営が指定する Discord サーバーへ参加できること。 

(11) 参加者は日本語で円滑なコミュニケーションが取れること。 

(12) 本イベント試合に支障のないゲームプレイ環境を用意できること。 

(13) プレイヤー名、アイコンが公序良俗に反していないこと。 

(14) プレイヤー名、アイコンが著作版権物に酷似、又は一致していないこと。 
 

 

6. 参加方法 
 

本イベントの参加は、埼玉県指定のウェブサイト上にある参加フォームより行わなければいけません。 
 
 

7. チート行為 
 

チートの使用者は本イベントへの参加を認めません。過去にチートの使用を行っていた者も同様に認めな

いこととするが、この場合については Apex Legends に限定します。 

 
 

8. 本イベント中の禁止事項 
 

以下の事項を原則的に禁止とします。 
(1) ゲームプレイにあたって不正行為、ハック、又は非公式に作成された(ヘルパー)アプリケーションを

利用すること。 
(2) ゲーム中に意図的にインターネット接続を切断すること。 
(3) ゲームで他の選手と結託すること。 
(4) ゲームにおける既知であった脆弱性を利用すること。 
(5) オンライン又はオフラインでの嫌がらせ、否定的、又は下品な表現を含め、侮辱的又は秩序を乱す行

動をすること。 
(6) 差別的、憎悪的、わいせつ、身体的に危険な、犯罪的、違法その他好ましくない行為(不正行為等)に

関与又は推奨すること。 
(7) あらゆる人物による大会を用いた賭博行為を行うこと。 
(8) 大会運営の許可なく、大会運営が管理する連絡手段を用いて特定企業や商品の PR 活動を行うこと。 
(9) SNS において、本大会及び本タイトルの信用を失わせるような言動を行うこと。 
(10) 別のユーザーのアカウントを使用して出場すること(替え玉行為)。 
(11) 大会運営の本大会運営上必要な指示、要請に従わないこと。また、本大会の運営を意図的に妨害する

こと。 

https://discord.com/


(12) 大会運営の質問に適切な回答をしないこと、また、大会運営に虚偽の申告をすること。 
(13) 本来、マップデザインとして意図されていない場所へ侵入すること。 
(14) ゲーム内のバグを意図的に使用すること。 
(15) 自身が意図せずバグが発生した場合、速やかに運営へ報告し、Apex Legends もしくは PC・ハードウ

ェア本体をリブートし改善を試みることを義務付ける。改善されるまでは試合に参加することを禁ず

る。 
(16) 意図的にラグを発生させることを。 
(17) コンバーター・マクロを使用して参加すること。 

 

 

9. ペナルティ 
 
参加者が本イベント規約の禁止事項、及び前述のイベント中の禁止事項を違反したことが明らかになった

場合、運営は次のペナルティを科すことができます。 
1. 口頭での警告 
2. 対戦の没収 
3. 本イベントへの参加資格の剥奪 

本イベントへの参加資格を剥奪された選手は、本イベントに関するあらゆる資格を喪失するものとします。 
 
 

10. 特例 
 
ルールブックに記載されていない特殊な事例が発生した場合、運営の裁量でルールブックに記載されてい

ない判断・処置を執る場合がございます。 
 
 
 

11. お問い合わせ先 

info@saitamaesports.com 

※抽選や大会内容についてのお問い合わせは、イベント Discord サーバーの該当チャンネルにて受付いた

します。 

※受付時間は、月曜日～金曜日の平日 11:00～18:00 となります。 

※平日の受付時間外のお問い合わせは、翌日の受付となります。 

※土曜日、日曜日、祝日のお問い合わせは、次の平日受付となります。 

※問い合わせ状況によりご返信にお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。 
 

 

12. 附則 

2022 年 8 月 16 日 本大会ルール第 1 稿を規定し実施する。 

 

mailto:info@saitamaesports.com

