『 DINNING DARTS BAR Bee FLAIR TRIP 2022 』

出場条件
〇オープン戦ですが、過去 2 年間にプロ部門で出場経験のある方はご遠慮ください。
〇非会員の方でも過去 5 年以上 anfa に在籍経験のある方は会員価格でエントリー可能！
＊過去 2 年(2020 年 11 月 14 日)

〇日時
2022 年 11 月 13 日(日)

12:00 スタート
17:00 クローズ予定

〇会場
ダーツバーBee 池袋
170-0013
東京都豊島区東池袋 1-29-1 サントロペビル 8F
03-5992-2037
http://www.bee-style.jp/bee/shop/ikebukuro.html

〇入場料：チケット販売、前売り 4,000 円 当日販売 5,000 円ワンドリンク付き
コロナ感染対策にて入場人数制限を行いますので、選手又は下記各店舗のスタッフ にお申し込みく
ださい

〇ご予約受付店舗
① COLORSOL RESORT 東京都豊島区南池袋 2-27-16 2F 050-5593-8165
② Garden 東京都目黒区下目黒 2-15-10 エムズ目黒 3F4F 050-5869-1792
③ Newjack 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-19 山本ビル 4F 045-534-6024
④ COLORSOL QUALIA 東京都豊島区西池袋 3-31-15 ロイヤルプラザⅡ 2 階 03-6907-0140
⑤ ダーツバーBee 池袋 東京都豊島区東池袋 1-29-1 サントロペビル 8F 03-5992-2037
⑥ ダーツバーBee 新宿 東京都新宿区新宿 3 丁目 18-4 セノビル B1F 03-9954-3141
⑦ 東日本エリア代表 手島輝雄 090-8462-1205 blue.roses.0304＠icloud.com
⑧ 参加選手 【取りまとめ】手島輝雄

ご来場いただくお客様へお願い。 コロナ感染対策の為、入場時の検温、消毒、マスクの徹底となりま
す。
競技会場内の飲食は可能ですが、感染防止をご理解のうえ節度を持ち、ご協力頂けますよう重ねてお
願い申し上げます。
またこのような状況下であり、開催に関しまして大きく変更になる場合もございますので、ご了承くださ
い。

主催：ダーツバーBee（藤本 康弘）
協力：anfa 東日本エリア

〇エントリー費
① 会員￥21,000 非会員￥25,000
（入場チケット 4 枚付き）

但し、関東（東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城）以外の勤務先の方は会員 5,000 円、非会員 9,000 円。
補足：チケットは準備でき次第発送いたします。チケット追加は￥4,000 で手島までご連絡ください。当
日のエントリー費と共に徴収させて頂きます。

〇エントリー方法：
手島輝雄 blue.roses.0304＠icloud.com
①

本名 ②フレアネーム ③会員及び非会員か ④所属店舗 及び都道府県⑤所属地区⑥住所(郵
便番号から)
⑦電話番号⑧過去 anfa に 5 年間在籍していた方は記載ください。

〇エントリー締め切り：
2022 年 10 月 16 日（日）23 時まで
＊参加人数多数の場合、打ち切る可能性あり。

〇レシピ提出なし（審査も無し）

〇優勝者には 11 月 23 日に名古屋で行われる anfa 公式大会旅費として 3 万円。
*出場されない場合は時点の方にお渡しさせて頂きます。

他、ニュースター賞、カムバック賞、テクニカル賞、を用意。

後日採点結果は公表致しますが、2 位 3 位等の表彰はございません。

選手集合 10:00
【ルール】
競技時間 4 分のルーキーからアドバンス、また過去プロで出ていたが久しぶり（2 年間以上）に大会参
加する方までのオープン戦です。（現役プロはご遠慮ください）

■ 指定カクテル [ カクテル名 ] なし
味覚審査はありません。中身は透明なお水のみ。
必ず 60ml 以上を 3 回以上シェークしグラスに注いでください。

■Competitor’s Choice: 自由。
〇使用ボトルは自由で中身は 1/2OZ 以上。クリアボトルの複数利用も可能ですが、最低 1 銘柄はラ
ベル有とする。またワーキングに使用するボトルは 1/4 ボトル以上のセッティングでお願いします。
■ Glass: 自由ですが、使用するグラスに適量を注いで完成させてください。
■Garnish: なし
■加点に新項目の【ワーキング＆クラフト】を含んでおります。
■材料と使用道具は全て持参して下さい。

TOTAL POINT 250

ディフィカルティ 【難しさ】（ Difficulty ） 70 ポイント
クリエイティビティー 【創造性】（ Creativity ） 70 ポイント
ワーキング&クラフトの全体評価(Working & Cruft)30 ポイント
バラエティ【変化 多様性】（ Variety ） 40 ポイント
エクスプレッション【表現】（ Expression ） 70 ポイント

～ ペナルティポイント ～
ドロップ 2 ポイント
スピル 1 ポイント
グラスやボトルの破損 10 ポイント
ドリンクの未完成 20 ポイント
ドリンクの完成品は適量であるか 5 ポイント

他人に危害を与えたり、危険にさらす行為、一般常識マナーの逸脱 失格
MISC 6 ポイント 期日を過ぎてからのエントリーなども含む。

以下 注意事項
* エントリーされた選手は FB 大会グループに招待いたしますので、速やかに参加してください。
* クリアボトルに巻くテーピングはネック 5 センチ＋ボディ 2 本まで。（ワーキングボトル含む）
* ステッカーなどの貼り付け可。
* 転換時、選手は 4 分以内にセットアップを完了してください
* 制限時間終了後に完成したカクテルやフレアは評価対象になりません
* ドロップ時のスピルはカウントされません
* 使用する音源は CD または CD-R で、ご自分の名前と後に発表されるエントリー順を記載し、必ず
２枚ご用意ください。 ＣＤ−ＲＷ、ＭＤ、IPOD 等の機器の使用はできません
*ルール変更の場合はその都度ご連絡させて頂きます。

以上

