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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. はじめに 
 
本規約は、株式会社 E5esports Works が主催する「E5 フェス 撃って！走って！当て

て！ VALORANT 大運動会 with ZOWIE (以下、「本イベント」という)」の必要事項を

定めたものです。 

本イベントは、E5 フェス 運営事務局(以下「運営事務局」)が運営及びイベント進行、

管理を行っています。 

運営事務局は本規約に従って、本規約に定められていない内容が発生した場合や本規

約を適用することが著しく公平性を欠く結果となる場合の裁定権を有します。 

 

2. イベント概要  
 

本イベントは、Riot Games 社の VALORANT を使用した、最大 112 名*1 が参加出来る

１日完結型のオンライン大会です。 

参加者とゲストプレイヤーを 4 チームに分け、予選種目を 3 回行い、決勝に進出する上

位 2 チームを決定いたします。 

上位 2 チームで決勝戦を 1 回行い、本イベントの優勝チームを決定いたします。 

*1……各種目の一般参加者を合計したもの 

(1) 使用タイトル 

「VALORANT」 

(2) 開催形式 

オンライン 

(3) 対象プラットフォーム 

PC 

(4) 試合ルール 
 
■予選第 1 種目：デスマッチ 

対戦形式 : デスマッチ  

チート : オフ 

パッチ : ライブパッチ 

エージェント制限 : なし 
  



■予選第 2 種目：リコン入れ 

対戦形式 : 特殊ルールを使用したカスタムゲーム 

チート : オン(運営指定のものに限る) 

パッチ : ライブパッチ 

 

エージェント制限 : あり 

使用可能エージェント：ソーヴァ 

 

■予選第 3 種目：障害物競争 

対戦形式 : 特殊ルールを採用したカスタムゲーム 

チート : オン(運営指定のものに限る) 

パッチ :ライブパッチ 

 

エージェント制限 : あり 

使用可能エージェント：ソーヴァ 

 

■決勝種目：騎馬戦カスタムマッチ 

対戦形式 : カスタムゲーム BO1 

チート : オフ 

パッチ : ライブパッチ 

 

エージェント制限 : なし 

 

【※注意事項※】 
騎馬戦カスタムマッチにご応募していただき、当選した場合でも、所属チームが敗

北した場合はゲームに参加することが出来ません。必ずご確認・ご了承の上ご応募

ください。 

 

予選第 1～3 種目実施時ポイントシステム : 別紙ルールブックへ記載 
 



決勝種目：勝利チームを優勝とする。 

 

3. 参加資格 
 

本イベントは、以下の参加条件をすべて満たすことが必要です。 

(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) 運営事務局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 16 歳以上であること。 

(4) 20 歳未満の場合は、親権者の同意が事前に得られること。  

(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) VALORANT 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) 運営事務局が指定する Discord サーバーへ参加できること。 

(11) 日本語で円滑なコミュニケーションが取れること。 

(12) 本イベントの参加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。 

(15) 本イベント中、試合で勝利した際に音声のみのインタビューを受けられること。  

https://discord.com/


 

4. イベントエントリー 
 
本イベントにエントリーする際は、事前に必ず「3 参加資格」を満たしていることを確

認してください。 

エントリー受付後、運営事務局はエントリーの内容について、電子メール等にて確認さ

せていただく場合があります。 

エントリー後登録内容に変更がある場合は、運営事務局まで速やかにご連絡ください。 

ただし、登録内容の変更はエントリー締め切り時までです。 

また、締め切り後、運営事務局からの要望が無い場合、登録内容の変更は出来ません。

なお、急病等の事情により、エントリー締め切り後に参加者が出場出来なくなった場合、

速やかに運営事務局に連絡してください。 

以下の場合、エントリーが取り消される場合があります。 

① エントリー情報に虚偽の申請がある場合、本イベントに出場を認めないことがあ

ります。入力間違いにご注意ください。 

② 登録情報に公序良俗に反している等、不適切な単語が含まれている、又は第三者の

権利を侵害していると運営事務局が判断した場合、変更依頼にも応じない場合。 

③ 本規約及びイベントルールに違反した場合。 

④ 参加者が音信不通等、運営事務局からの連絡に対して応答がない場合。 

⑤ 参加者が 10月 13日(木)23:59までに大会運営指定のDiscordサーバーに参加して

いない場合。 

 

5. ルールの変更 
 
(1) 運営事務局は大会ルールを修正、変更、削除又は追加する権利を有します。 

(2) 運営事務局は大会ルールを変更する際に、参加者へ必ず通知を行います。 

(3) 変更後の大会ルールは、前項の告知時点から発効します。 
  



6. 配信・放送 
 
(1) 運営事務局は、本イベントの様子、競技の内容を収録し、また複数のプラットフォ

ームにおけるストリーミング・アーカイブ配信、テレビ放送等(第三者に対する許諾

を含む)することができるものとします。 

(2) 参加者は、参加者及び参加者関係者が、本イベントの映像の全て又は一部を、運営

事務局の承諾なしに利用することが著作権侵害にあたる場合があることを理解し、

そのようなことを行わないことに同意するものとします。 

(3) ストリーミング配信が行われる試合は、運営事務局が用意する機材を使用して行わ

れます。その際、ゲーム上の設定は運営事務局によって指定されます。 

(4) 参加者が自身の視点を配信することは可能とします。 
ただし、必ず配信遅延 180 秒を設定し配信概要欄またはタイトルに「#E5 フェス」

のタグを記載しなくてはいけません。 

 

7. 禁止事項 
 
参加者は以下の行為を行ってはいけません。 

(1) 本規約、イベントルールに反すること。 

(2) 運営事務局の許可なく、一般に公開されていない情報を公開すること。 

(3) イベント受付時間に遅れること、定められた時間に集合しないこと。 

(4) 運営事務局のイベント進行上必要な指示、要請に従わないこと。 

(5) 本イベントの進行、運営を意図的に妨害すること。 

(6) 本イベントの主催者、協賛社、運営事務局、参加者又は第三者に対して、誹謗、中

傷する行為及び名誉・信頼を傷つける行為並びに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) イベント開始後に運営事務局に無断でイベントを棄権し、離脱すること。 

(9) ゲームを開発元の意図しない方法で有利に進める行為や、プレイヤー間の談合によ

りイベントを有利に進める行為、相手を不当に挑発する行為を行うこと。 

(10) 本イベントへの参加権、賞品又は賞品を受け取る権利を第三者へ譲渡、売買等する

こと。 

(11) 本イベントを利用し、営利を目的とした行為を行うこと。 

(12) 反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者が関与すること。 

(13) その他運営事務局が不適切と判断する行為。 

 



8. 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、本イベントの開催、運営及び広

報等の目的で使用します。 

(2) 参加者は、自己のプレイヤーネーム、コメント、プレイ動画等について、運営事務

局又は第三者によって、テレビ、新聞、公式サイト、SNS 等やその他メディア等に

おいて、期間の限定なく、無償で編集、公表、公開、報道又は一切の利用(商業的利

用を含む)されることを承諾します。 

(3) 提供された選手等の個人情報は、株式会社 E5esports Works の定める個人情報保

護方針に従い管理します。E5esports Works の個人情報の取り扱いの方針について

は、https://www.e5esw.co.jp/privacy/ をご覧ください。 
 

9. 免責 
 
(1) 天災等の不可抗力その他やむを得ない理由、主催者都合により本イベントの内容の

変更、また本イベントの延期・中止となる場合があります。本イベント主催者、運

営事務局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イベント主

催者、運営事務局では一切の責任を負いません。 

(2) 参加者が本規約への違反行為や不正行為により、本イベントの出場途中で失格とな

った場合、運営事務局は一切の責任を負いません。なお、本規約への違反行為や不

正行為に該当するかどうかの判断は、運営事務局の基準により行います。 

(3) 本イベント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、運営事務局の指示や対応に故意又は重大な過失が

ある場合を除き、運営事務局は一切の責任を負いません。 

(4) 参加者のインターネット環境及び端末の不具合や破損により生じた損害に対して

本イベント主催者、運営事務局では一切の責任を負いません。 

 

10. 準拠法及び管轄 
 

本規約は日本国法に準拠します。本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

本規約の内容は、運営事務局の判断と裁量において、変更できるものとします。本規約

の変更を行う場合、当該変更の内容を公式サイトに提示します。 
  

https://www.e5esw.co.jp/privacy/


 

11. お問い合わせ先 

 

e5fes@e5esw.co.jp 

 

※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、次の平日の受付となります。 

※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 9 月 14 日 本大会ルール第 1 稿を規定し実施する。 

2022 年 10 月 4 日 本大会ルール第 2 稿を規定し実施する。 

mailto:e5fes@e5esw.co.jp

