「全国都道府県対抗 e スポーツ選手権 2022 TOCHIGI パズドラ部門」大会レギュレーション
（Ver.1.1）
「全国都道府県対抗 e スポーツ選手権 2022 TOCHIGI パズドラ部門」は、都道府県ごとの上位者を競う
「全国予選」～「ブロック代表予選」を勝ち抜いた 14 名によるトーナメント形式の「本戦」にて、
2022 年の全国都道府県 No.1 を決定いたします。
アマチュア選手が優勝した場合は、プロライセンス認定権利が贈られます。
エントリー＆大会スケジュール
■エントリー期間
2022 年 5 月 13 日(金)～2022 年 5 月 30 日(月)7:59
※ランキングダンジョン「全国 e スポーツ選手権 2022 杯」終了翌朝までエントリー可能です。
■大会スケジュール
（１）全国予選（ランキングダンジョン「全国 e スポーツ選手権 2022 杯」）開催期間
2022 年 5 月 23 日(月)0:00～2022 年 5 月 29 日(日)23:59
（２）ブロック代表予選
ブロック名
①
②

③
④
⑤
⑥
⑦

対象地域

関東ブロック

茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

代表予選

神奈川県、山梨県

近畿ブロック

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

代表予選

奈良県、和歌山県

北信越・東海ブロック

新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、

代表予選

岐阜県、静岡県、愛知県

中国・四国ブロック

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、

代表予選

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

北海道・東北ブロック

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

代表予選

山形県、福島県

九州・沖縄ブロック

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

代表予選

宮崎県、鹿児島県、沖縄県

開催県ブロック

栃木県

開催日
2022 年 7 月下旬予定
2022 年 7 月下旬予定

2022 年 8 月中旬予定

2022 年８月下旬予定
2022 年 9 月中旬予定
2022 年 9 月下旬予定
2022 年 10 月 15 日(土)

代表予選

（３）本戦
2022 年 10 月 15 日(土)～2022 年 10 月 16 日(日)
※「ブロック代表予選」「本戦」は、ブロックごとに指定した会場にてオフライン・無観客による大会を
予定しております。 そのため、出場選手は指定の会場までお越しいただく必要があります。
但し、状況によりリモートによるオンライン大会に変更する可能性があります。

エントリーについて
■参加費
無料
■参加資格
以下①～③のすべてを満たす方であれば、どなたでもご参加いただけます。
①
②
③

パズドラ ID をお持ちの方
※『パズル&ドラゴンズ』のランキングダンジョンをプレイするにはランク 90 以上である必要があります
2022 年 4 月時点で小学生以上の方
エントリーする都道府県の各種証明書類が提出可能な方

※未成年の参加者は、ブロック代表予選以降に出場する際に保護者の同意が必要です。
※エントリーする都道府県は「現在の居住地」または「ふるさと（卒業または在学中の学校所在地）」のいずれかか
ら選択できます。
※エントリー後に「現在の居住地/ふるさと」の区分と、都道府県の変更はできません。
※選択した都道府県の確認時に必要となる書類については、本レギュレーション内の「■各種証明書について」より
ご確認ください。
■大会参加（または「エントリー」）手順
①『パズル＆ドラゴンズ』の「その他」メニュー内「全国 e スポーツ選手権 エントリー」フォームより必要情報を送信して
ください。
②ランキングダンジョン「全国 e スポーツ選手権 2022 杯」をプレイしてください。期間中は何度でもプレイできます。
※全国予選で使用するランキングダンジョン「全国 e スポーツ選手権 2022 杯」の詳細は、『パズル＆ドラゴンズ』
公式運営サイトにてご確認ください。
https://pad.gungho.jp/member/ranking/220513/
③ランキングダンジョン終了より約２週間後、全国予選を通過した方と、繰り上げで通過の可能性がある方に
『パズル＆ドラゴンズ』のゲーム内メールでご連絡いたします。
④運営チームより指示のあった各種証明書類を指定期日までにご提出ください。
※参加資格を満たしていないことが確認された場合や、指定の期日までにご連絡がない場合、その他、
不備や不正が確認された場合は、エントリーを無効にし、出場の権利を取り消す場合があります。
※全国予選通過に関するご連絡は大会出場をお約束するものではありません。
出場選手は、必要書類等の提出確認完了後に決定させていただきます。
※「全国都道府県対抗 e スポーツ選手権 2022 TOCHIGI パズドラ部門」にエントリーしていない参加者から
出場選手が選出されることはございません。
■各種証明書について
全国予選通過後、「全国都道府県対抗 e スポーツ選手権 2022 TOCHIGI パズドラ部門」へのエントリー時に
選択した都道府県の確認のため、下記のいずれかの証明書の提出が必要となります。

現在の居住地

・住民票（マイナンバーの記載のないもの）
・運転免許証
・健康保険証
・パスポート
・学生証
・公共料金の請求書など、現住所と本人の氏名が確認できるもの

ふるさと

・学生証
・卒業した学校の証明ができるもの（卒業証書など）

※情報が不足している場合、複数の証明書の提出をお願いする場合があります。
※特に「ふるさと」を選択してエントリーされた方は、お早目に各提出書類の有無をご確認されることをお勧めします。
大会ルール
（１）全国予選
使用アプリ
大会形式

パズル＆ドラゴンズ
ランキングダンジョン 「全国 e スポーツ選手権 2022 杯」にて、
大会にエントリーしている方の中からスコア順位を競います。
＜ブロック代表予選進出︓計 100 名＞
・栃木県を除く 46 都道府県の上位 2 名ずつ（計 92 名）
・栃木県の上位 8 名

使用端末

ご自身の端末

使用チーム

固定チーム

※上位スコア者が辞退した場合、同じ都道府県の次点の方から順に繰り上がりで都道府県代表に選出されます。
（２）ブロック代表予選・本戦
使用アプリ
パズドラバトル
大会形式

トーナメント方式
ブロック代表予選︓ブロックごとに各 2 名、計 14 名が本戦に進出
本戦︓ブロック代表予選を勝ち抜いた 14 名で実施

勝敗

2 本先取
※引き分けの場合、勝敗がつくまで再試合を実施

試合

『パズドラバトル』の「部屋を作ってバトル」（※）による対戦
※『パズドラバトル』の「バトル」⇒「部屋を作ってバトル」

使用チーム

事前に登録したチーム（最大 4 チーム）の中から 1 つ選択して対戦を実施します。
ただし、1 度使用したチームは同じ試合で再度選ぶことはできません。

使用端末

大会専用端末の iPhone8（主催者側が用意いたします）
端末アクセサリーは、参加者が持ち込んだタッチペンおよび液晶保護シートのみ使用可能
です。
ただし、液晶保護シートの貼り剝がしは、大会当日に選手自身で行っていただく必要があ
ります。

＜チームの登録について＞
都道府県代表決定後、主催者が指定している期限内に使用したいチームを登録していただきます。
『パズドラバトル』ゲーム内の『おためしチーム編成』（※）にて編成し、QR コード画像を提出いただきます。
※登録後に、チーム編成・覚醒スキルなどの追加・変更はできません。
※登録する 4 チームは全て異なるリーダーとし、4 チーム（合計 20 体のモンスター）で同じモンスターを
使用することはできません。
※使用できるリーダーとモンスターは、各大会開催時期の SEASON のもののみ使用いただけます。
注意事項
※本レギュレーションの記載事項および全ての条件は、状況により変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。
■大会参加について
※大会にエントリーされた時点で、「全国都道府県対抗 e スポーツ選手権 2022 TOCHIGI パズドラ部門」
ページおよび本レギュレーションに掲載されている全ての内容に同意したものと判断させていただきます。
※反社会的勢力に所属している、または関与している方の参加、ならびに、なりすまし行為や公序良俗に反する
表現や行為は禁止しております。
※慢性疾患をお持ちの方や妊娠中の方は、ご自身の責任においてご参加ください。
※未成年の方が全国予選を通過した場合、保護者による大会参加に関する同意を各種証明書とあわせて
提出していただきます。ご提出いただけない場合、参加者はブロック代表予選に進出できません。
※大会全体を通して参加者個人でのスポンサー契約を禁止とさせていただきます。
・以下の行為を確認した場合は大会への参加や入賞を取り消す場合があります。
※期限までに、指定された内容に準じた行動をしていただけなかった場合
※大会参加権の売買、譲渡、貸与を行った、または受けた場合
※アプリの改ざんや不正な操作を確認した場合
※主催者が用意した端末を故意に破損、または破損する恐れのある行為を行った場合
（端末を破損させた場合、端末の代金を請求させていただく可能性があります）
※公序良俗に反する発言や進行を妨害する行為、迷惑行為等を確認した場合
※その他、運営チームが大会運営に支障をきたすと判断した場合
■ブロック代表予選・本戦について
※ブロック代表予選・本戦は、ブロックごとに指定した会場にてオフライン・無観客による大会を予定しております。
そのため、出場選手は指定の会場までお越しいただく必要があります。
但し、状況によりリモートによるオンライン大会に変更する可能性があります。
※会場にお越しいただく場合、小学生以下の参加者は保護者の同伴が必要となります。
※都道府県代表選手にはユニフォームを支給いたします。大会出場時、および主催者から指示があった際は
指定のユニフォームの着用をお願いいたします。

■大会の収録・配信について
※ブロック代表予選以降の大会の模様は、主催者及び運営関係社によってインターネット配信をはじめ、
録音、録画、写真撮影等を行います。
また、通話アプリやカメラ機能を用いたインタビューやアンケートにご協力いただく場合があります。
※ブロック代表予選以降の大会の模様を撮影した写真、映像、音声、取材に応じていただいた際の記事
（文章）は、主催者及び運営関係社の WEB サイト、動画配信サービス、または各種報道媒体を通じて
公開するなど、商用利用される場合があります。
※主催者に許諾を得ていない第三者による配信、および商用利用を目的とした大会の映像や画像の利用は
禁止とさせていただきます。また、SNS で収益化することができる利用も商業利用と判断させていただきます。

・2022 年 5 月 13 日公開
・2022 年 5 月 20 日一部改訂

