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第3版2022年10月26日

新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性がございます 予めご承知おきください 。

なお選手の皆さまにおかれましては新型コロナウイルスの感染予防対策に取り組み大会に参加されます
ようお願い申し上げます 。



1.はじめに
「SBC esports CUP 〜2022 Autumn Women's VALORANT〜」（以下「本大会」）は、主催：SBCメディ
カルグループ 及び 協力：株式会社electronic・株式会社テレビ朝日・株式会社テレビ朝日メディアプレック
ス・株式会社JCGで構成される大会運営組織（以下、大会運営）が運営および管理を行う。

本大会へ参加した時点で、後述の大会規約（以下、大会ルール）に同意したものとみなす。

『1マップ』は本タイトルにおける1度のオンライン対戦を指し、『マッチ』はトーナメントにおける勝利チームを
決定する対戦を指す。

大会運営は大会ルールにおいて提起されない問題、または大会ルールを適用することで著しく公平性を欠
く結果となる問題に対して裁定権を有する。

2.大会概要
1. エントリー期間：2022年10月4日～2022年10月26日23:59まで

a. エントリーフォーム(Googleアカウントが必要です)

2. 大会形式
a. 本大会はシングルエリミネーショントーナメント形式を用いる
b. 対戦は最大４試合行われ第１回戦を予選Day1　第2回戦を予選Day2　準決勝戦及び決勝戦
をSemiFINAL-FINALDayに行う

c. 予選Day2, SemiFINAL-FINALDayでは配信を行う
d. ３位決定戦は行われない

3. 開催期間
予選Day1：2022年11月3日(木・祝)
予選Day2：2022年11月6日(日)
SemiFINAL-FINALDay：2022年11月26日(土)

4. 開催場所
予選Day1/予選Day2：オンライン開催
SemiFINAL-FINALDay：東京都渋谷区宇田川町20−17

　　NMF渋谷公園通りビル 8F シブヤeスタジアム

5. 賞金・副賞
1. 賞金

a. 優勝チーム:200万円

2.1：予選Day1

第１回戦が行われた後、勝ち残った予選Day2出場チームに対して個人情報の確認が行われる。
各選手は試合終了１時間以内に下記の物を準備の上、大会運営の指示に従わなければならない。

1. 健康保険証(氏名、年齢、性別、居住地が全て確認できるもの)
2. WEBカメラ(必ず使用できる状態にしておくこと）
3. 保護者同意書(未成年者のみ。予選Day1実施前にメールで大会運営まで送付してください。)

※2.のWEBカメラが無い場合はスマートフォンのカメラを利用できるようにしておくこと。

個人情報の確認が正しく行われなかった場合や、エントリー時の個人情報との相違が認められた場合は該当

チームを失格とし、該当チームに敗北したチームを対象として繰り上げる。

タイムテーブル

https://forms.gle/Moxqhyq8pAXjQSku5


16:00　点呼
16:30　第1試合開始
17:30　試合終了　個人情報確認開始
18:30　全行程終了

　　　※進行状況により、前後する場合があります。

2.2：予選Day2

全マッチ配信が行われ、各チームに対してインタビューが行われる場合がある。
全マッチ終了次第、SemiFINAL-FINALDayの案内が大会運営より行われる。

タイムテーブル
16:00　点呼
16:30　マッチアップ1試合開始
17:30　マッチアップ2試合開始
18:30　マッチアップ3試合開始
19:30　マッチアップ4試合開始
20:30　SemiFINAL-FINALDayに向けたご案内
21:30　全行程終了

　　　※進行状況により、前後する場合があります。

2.3：SemiFINAL-FINALDay
東京都渋谷区宇田川町20−17 NMF渋谷公園通りビル 8F シブヤeスタジアムにて行われる。
私服での参加とし、服装は以下の注意事項を遵守すること。

1. 暴力的表現、差別的表現等、公序良俗に反する表現等が記載されている物はご遠慮ください
2. 商標登録されているアニメーションやRiotGamesの提供するゲーム以外のゲームのロゴやキャラク
ターが記載されている物はご遠慮ください

タイムテーブル
SemiFINAL-FINALDay進出チームに対して、別途通知が行われる。

3.参加資格

3.1：選手参加資格

(a)大会規約に同意し、遵守すること

(b)出生時に割り当てられた性別が女性であること

i.)本大会では、出生時に割り当てられた性別が男性で、現時点で戸籍上の性別が男性または女性以
外であるが、性自認が女性である選手に関しましては、大会運営が状況を判断し大会エントリーを許
可します 　当てはまる方は、以下メールアドレス宛に2022年10月19日23:59までご相談下さい

メールアドレス：sbc.valorant@gmail.com

(c) チームを構成する選手全員の生年月日が2006年11月3日より前であること （予選Day1時に満16歳以上で
あること。ただし、未成年者の場合は保護者同意書が必要です。予選Day1実施前にメールで大会運営まで送
付してください）

(d)日本語での読み書きでのコミュニケーションが可能であること

(e)本大会にエントリー及び大会に参加する時点で、日本国に在住していること

(f)2022年11月3日(木・祝)、11月6日(日)に行われる予選へ参加が可能なこと

https://goo.gl/maps/yEiQg2EHYmnz9tVB8


(g)大会運営が提示を求めた場合に指定する書類および書類の写しを提出できること

(h)WEBカメラまたはカメラ機能付きスマートフォンを所持し、カメラを利用できること

(i)2022年11月26日(土)にシブヤeスタジアムで行われる決勝へ、会場からの参加が可能なこと

(j)選手は本大会のエントリー及び大会に参加する時点で、RiotGamesが提供しているPC版VALORANTアカ
ウントを保有しておりアカウント停止処分または、それらに準ずるペナルティを受けていないこと

(k)決勝トーナメント進出チームはその決定日から決勝トーナメント前日の間で行われる調査、撮影に協力でき
ること 決勝トーナメント前日から当日にかけて撮影、リハーサルに協力できること

(l)選手は、ゲーム内ネームを大会運営および大会運営の委託を受けた第三者が作成する動画、ウェブサイト、
本大会関連の広報物、報道ならび に情報メディアにおいて使用される可能性に同意していること

3.2：コーチ参加資格

(a)大会規約に同意し、遵守すること

(b)コーチは性別を問わないものとする

(c) 生年月日が2006年11月3日より前であること （予選Day1時に満16歳以上であること。ただし、未成年者の
場合は保護者同意書が必要です。予選Day1実施前にメールで大会運営まで送付してください）

(d)日本語での読み書きでのコミュニケーションが可能であること

(e)本大会にエントリー及び大会に参加する時点で、日本国に在住していること

(f)2022年11月3日(木・祝)、11月6日(日)に行われる予選へ参加が原則可能なこと

(g)大会運営が提示を求めた場合に指定する書類および書類の写しを提出できること

(h)WEBカメラまたはカメラ機能付きスマートフォンを所持し、カメラを利用できること

(i)2022年11月26日(土)にシブヤeスタジアムで行われる決勝へ、会場からの参加が可能なこと

(j)コーチは本大会のエントリー及び大会に参加する時点で、RiotGamesが提供しているPC版VALORANTアカ
ウントを保有しておりアカウント停止処分または、それらに準ずるペナルティを受けていないこと

(k)決勝トーナメント進出チームはその決定日から決勝トーナメント前日の間で行われる調査、撮影に協力でき
ること 決勝トーナメント前日から当日にかけて撮影、リハーサルに協力できること

(l)コーチは、ゲーム内ネームを大会運営および大会運営の委託を受けた第三者が作成する動画、ウェブサイ
ト、本大会関連の広報物、報道ならび に情報メディアにおいて使用される可能性に同意していること

4.エントリー
1. エントリーは、すべてSBC esports CUP 〜2022 Autumn Women's VALORANT〜エントリーフォー
ムにて行う

2. エントリーは、1名エントリー・2~4名エントリー、チームエントリーの３種類のエントリー方法がある
3. エントリー後は、大会運営からの要請がある場合を除き、大会が終了するまでゲーム内の名前を変更
してはならない

4. 本大会ではコーチのエントリーを認める
5. コーチをエントリーする際は、エントリー申請者がエントリーフォームにてエントリーを行う必要がある

4.1：1名エントリー・2~4名エントリー

https://forms.gle/Moxqhyq8pAXjQSku5
https://forms.gle/Moxqhyq8pAXjQSku5


(a)大会開始時にチームエントリー以外の選手とランダムでチームが生成され、ランダム生成チームにて大会に
参加する

(b)後述する、チームエントリー済みの選手は1名エントリー・2~4名エントリーを行ってはならない
　行った場合は、最新の物を適用し過去のチームエントリーの取り消しが行われる

(c)本大会にエントリーする選手・コーチ全員は「3.参加資格」を満たさなければならない

(d)本大会にエントリーする代表選手（エントリー申請者）は健康保険証の写しを大会運営に提出しなければなら
ない　健康保険証は住所の記載のあるもののみ有効とする

提出が行われなかった場合または虚偽の申告があった場合はエントリーの取り消しが行われる

(e)エントリー後は、大会運営からの要請がある場合を除き、大会が終了するまでゲーム内の名前を変更しては
ならない

(f)大会運営はゲーム内の名前について変更を要請でき、選手はその要請に従わなければならない

(g)エントリー受付後、大会運営はエントリーの内容について、代表者に対して電子メール等にて確認を行う場合
がある

(h)エントリー後、登録内容に変更がある場合は、締め切り日時までに大会運営宛てに速やかにメールまたは電
話で連絡すること

(i)エントリー情報に虚偽の申告がある場合、本大会に出場することを認めないことがある

(j)参加者は複数のチームからエントリーすることはできない

(k)同じエントリーフォームで申請を行った場合は、過去のエントリーデータを破棄し最新の申請をエントリーデー
タとして扱う

(l)過去RiotGames主催(VCT関連オフィシャルイベント)の大会に出場経験がある選手は、RiotGames主催の
大会に出場時、別のチームであっても本大会に出場する際は同一チームに3名までとする。

(m)(d)～(l)に違反した場合、大会運営は参加者に対する本大会への参加を取り消すことができる  また、大会
運営からの連絡に対して応答がない場合も同様に取り消すことができる

4.2：チームエントリー

(a)１チームあたり選手の登録は５名までとし、大会開催中の選手の変更は認められない

(b)前述した、「1名エントリー・2~4名エントリー」済みの選手はチームエントリーを行ってはならない
　行った場合は、最新の物を適用し過去の「1名エントリー・2~4名エントリー」の取り消しが行われる

(c)本大会にエントリーする選手・コーチ全員は「3.参加資格」を満たさなければならない

(d)本大会にエントリーする代表選手（エントリー申請者）は健康保険証の写しを大会運営に提出しなければなら
ない　健康保険証は住所の記載のあるもののみ有効とする

提出が行われなかった場合または虚偽の申告があった場合はエントリーの取り消しが行われる

(e)エントリー後は、大会運営からの要請がある場合を除き、大会が終了するまでゲーム内の名前を変更しては
ならない

(f)大会運営はゲーム内の名前について変更を要請でき、選手はその要請に従わなければならない



(g)エントリー受付後、大会運営はエントリーの内容について、代表者に対して電子メール等にて確認を行う場合
がある

(h)エントリー後、登録内容に変更がある場合は、締め切り日時までに大会運営宛てに速やかにメールまたは電
話で連絡すること

(i)エントリー情報に虚偽の申告がある場合、本大会に出場することを認めないことがある

(j)参加者は複数のチームからエントリーすることはできない

(k)同じエントリーフォームで申請を行った場合は、過去のエントリーデータを破棄し最新の申請をエントリーデー
タとして扱う

(l)過去RiotGames主催(VCT関連オフィシャルイベント)の大会に出場経験がある選手は、RiotGames
主催の大会に出場時、別のチームであっても本大会に出場する際は同一チームに3名までとする。

(m)(e)～(l)に違反した場合、大会運営は参加者に対する本大会への参加を取り消すことができる  また、大会
運営からの連絡に対して応答がない場合も同様に取り消すことができる

5.個人情報
1. エントリーの際に提供された参加者の個人情報は、本大会の開催、運営及び広報等の目的のみで使
用し、ほかの目的では使用しない

2. 選手等は、参加者の肖像、プレイヤー名、チーム名、インタビューコメント、プレイ動画等について、大
会運営または第三者によって、新聞、公式サイトやその他メディア等において、期間の限定なく、編集、
公表、公開、報道または利用（商業的利用を含む一切の利用を含む）されることを承諾する

3. 選手等は、大会運営によって、本大会の様子、競技の内容（ゲームプレイ内容を含む）、インターバル
を除く試合時のチーム内でのボイスチャットが、ストリーミング放送等で使用されることを承諾する

4. 提供された選手等の個人情報は、株式会社JCGの「プライバシーポリシー」に則って取り扱いを行う
5. 2023年3月1日(水)に株式会社JCGが、エントリーフォーム・賞金振り込み等本大会の大会運営にて収
集した個人情報の削除を行う

6.競技内容
1. 予選及び決勝トーナメントでは、VALORANTを使用する
2. 試合は5人対5人のチーム戦のトーナメント戦とする
3. 1回戦から準決勝までは、Best of 1（1マップ先取）で実施する
4. 決勝戦は、Best of 3（2マップ先取）で実施する
5. その他の事項は、「SBC esports CUP 〜2022 Autumn Women's VALORANT〜 ルールブック」に
規定する

7.大会構成

7.1：参加可能チーム数
上限16チーム
※応募が多数の場合は、大会参加が抽選になる場合がある

7.2：大会進行形式

https://www.jcg.co.jp/privacy-policy/
https://docs.google.com/document/d/1qWGuMQAeNrTDdvFfT8ALYU8aSVRmMPl6LDJjdimhe8k/edit#


(a)トーナメント形式
シングルエリミネーション形式を採用する

(b)トーナメントの組み分け方法
大会運営にて参加チームをランダムに組み分け、トーナメントに落とし込むものとする

(c)大会運営システム
試合時の大会運営とのコミュニケーションは“Discord”を使って行う

(d)マッププール
使用するマップは
ヘイヴン、アセント、アイスボックス、ブリーズ、バインド、フラクチャー、パール

7.3：使用機材
1回戦～準々決勝の際に使用する機材は、各チーム・個人にて用意した機材 PCを使用するものとする
準決勝～決勝の際は、PCは大会運営の用意したものを使用する。
なお、選手が使用するデバイスは各チーム・個人にて用意しなければならない。
※詳細は別途通知を行う

7.4：ソフトウェアとその使用
ボイスチャットツールはDiscordまたは大会運営の用意したものを使用する事 チートツールは使用不可とする
その他のソフトウェアの使用に関しては、ライアットゲームズのサービス規約に則すること

8.交通宿泊費
SemiFINAL-FINALDayに出場するチームに限り、1名あたり一律2万円が各選手へ支給される。

9.賞金

賞金の授与は原則【獲得金額÷メンバー数】の額をチームメンバー全員に対して個別に行われるものとする。
また、大会終了後に大会運営から行われる賞金の受け取りに関する連絡に速やか応じること。

60日間連絡に応じない場合賞金の支払いが行われない。

10.禁止事項
1. 本規約、大会ルールに違反すること
2. ゲームに影響を与えるキーボード及びマウスのマクロ機能を使用する行為
3. ゲームの仕様として意図しないバグやグリッチを利用する行為
4. 本大会スタッフの大会進行上必要な指示、要請に従わないこと
5. 本大会の進行、運営を意図的に妨害すること
6. 本大会主催者、協賛社、後援、大会運営スタッフ、参加者または第三者に対して、誹謗、中傷する行為
及び名誉・信用を傷つける行為並びに暴力、ハラスメント行為を行うこと

7. 公序良俗に反する言動を行うこと
8. 大会運営または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利または利益を侵害
すること

9. 本大会への参加権、賞品または賞品を受け取る権利を第三者へ譲渡、売買等すること
10. 本大会を利用し、営利を目的とする行為を行うこと

https://www.riotgames.com/ja/terms-of-service-JP


11. その他大会運営が不適切と判断する行為
12. 反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者が関与すること

11.免責
1. 天災等の不可抗力その他やむを得ない事由、主催者都合により本大会の内容の変更、また本大会の
延期・中止となる場合がある 本大会主催者、大会運営の責任によらない当該事由に起因して生じた損
害に対して本大会主催者、大会運営では一切の責任を負わない

2. 本大会開催中の参加者の事故、事件、その他のトラブル等や本規約に違反したことにより生じた損害
に関して、本大会主催者、大会運営の指示や対応に重大な責任がある場合を除き、本大会主催者、
大会運営は一切の責任を負わない

12.準拠法及び管轄
1. 本規約は日本法に準拠する 本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属的な
第一審の専属的合意管轄裁判所とする

2. 本規約の内容は、本大会主催者、大会運営の判断において、いつでも変更できる 規約の変更を行う
場合、当該変更の内容を公式サイトに掲示する

13.ルール意図

13.1：最終決定権
本ルール、選手の資格、本大会のスケジュール及び演出、ならびに不正行為に対するペナルティに関するすべ
ての決定は大会運営が単独で行い、かかる決定は最終的なものとする 本ルールに関する大会運営の決定に
対して上訴することはできず、損害賠償金又はその他の法的な救済を求める申し立ては行わないものとする。

13.2：ルールの変更
本ルールは、本大会のフェアプレイ及び完全性を確保するために、大会運営によって、適宜、改正され、変更さ
れ、補足が加えられる。

13.3：本大会の利益
大会運営は、常に本大会に関与する各関係者の利益を守るために必要な行為をする権限を有する かかる権
限は、本ルールにおいて具体的な記載がないことをもって、制約されることはない 大会運営は、本大会に関与
する各関係者の利益に反する行為をする団体に対し、いかなる処分も自由に行うことができるものとする。

14.お問い合わせ

本大会に関するお問い合わせ：sbc.valorant@gmail.com

対応時間：10:00~19:00（平日）

※土日祝にお問い合わせいただいた内容は翌営業日以降にて回答させていただきます。
※ご意見・ご要望や「本大会」と関係のない内容などに関しては、回答を差し控えさせていただきます。



15.更新履歴

2022年10月4日 初版
2022年10月19日 第2版

参加資格に関する記載に11月6日に参加できることを追記、コーチに関する記載の変更
2022年10月26日 第3版

コーチの参加条件についての記載の変更


