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1. 全般
1.1 概要

「Vanguard ZERO Championship 2021 SPRING」（以下「本⼤会」）は、株式会

社ブシロード主催による「ヴァンガード ZERO」の公式⼤会であり、同社および同

社が委託する企業・人員で構成される「Vanguard ZERO Championship 2021

SPRING 運営事務局」による運営および管理のもと開催されます。

参加に際しては、以下に定める大会規約（以下「本⼤会規約」）を熟読し、

同意の上でエントリーいただきますようお願いします。

1.2 Vanguard ZERO  Championship 2021 SPRING 運営事務局

Vanguard ZERO  Championship 2021 SPRING 運営事務局（以下「運営事務

局」）は、大会の円滑な進行・運営および管理に関する下記項目における実行の権限

を有し、権限の行使において責任を有します。ただし、本大会規約第7条に記載の免

責事項については、この限りではありません。

a. 本⼤会規約に定めるルールに基づいた⼤会進行および運営全般。

b. 本大会の運営上必要となる各選手への連絡および指示。

c. 本大会Discordサーバーにおける管理者権限の掌握・管理。

d. 本大会に関するライブ配信の用意と実行。

e. 本大会参加者に用意される賞品の付与・発送。

f. 本大会規約に定められていない状況、または本大会規約規約の適⽤により著

しく公平性を⽋く結果を招く場合における裁定。
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2. 参加規約
2.1 大会参加資格

本大会は、下記条件のすべてを満たす⽅にのみ参加資格が認められます。

a. 本⼤会規約のすべての記載事項への同意および、エントリー時点で本大会規

約に同意したとみなされることへの同意。

b. ⼤会エントリー時点で満20歳未満の⽅は、親権者等による本⼤会規約への同

意。(エントリー時点で親権者等の同意を得たものとみなされます。また、必

要に応じて運営事務局よりご案内します)

c. 公式⼤会に参加可能なヴァンガード ZEROのアカウントを保有し、ヴァン

ガード ZEROが問題なく動作する端末を保有していること。

d. ランクファイトや公式大会における上位賞品で獲得した、本大会への出場権

利を有すること。

e. 2021年5⽉16⽇（日）にオンライン上で開催される「Vanguard ZERO

Championship 2021 SPRING 決勝⼤会 Day2-Final-」への参加が可能であ

ること｡

f. ⼤会期間中、運営事務局とのDiscord等を介した連絡が可能であること。

g. ⼤会期間中にアカウントの⼀時停⽌処分または退会処分を受けていないこ

と。

h. ヴァンガードZEROの⼤会参加可能なアカウントや端末を保有しているこ

と。（⼤会期間中にアカウントの⼀時停⽌処 分または退会処分を受けていな

いことや、ファイターズグレードが11以上のアカウントを 所持しているこ

と）

i. 運営事務局より⼤会出場禁⽌処分(予選⼤会において本⼤会規約に違反した

ことによる処 分を含む。)を受けていないこと。

j. 翻訳機などを使⽤せずに⽇本語でコミュニケーションが取れること。

k. Participants are required to be able to communicate in Japanese fluently

without any support via translation devices or services.

l. 禁⽌事項に該当する⾏為をしないこと。

m. 公序良俗に反するプレイヤー名を使⽤してエントリーしないこと。

n. プレイヤー名が不適切であると判断された際に運営事務局からの変更要請を
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受諾すること。

o. ⼤会中は運営事務局の指⽰・誘導に従い、他の参加者に対して迷惑をかける

⾏為、不快に感じさせる⾏為をしないこと。

p. 運営事務局に所属していないこと。

2.2 参加資格の剥奪
下記に挙げる項目に該当する場合、エントリー受付の開始以降ならびにチェックイ

ン完了後であっても、参加資格が剥奪される可能性があります。

a. 大会期間中にヴァンガード ZEROアカウントの停止やBAN処分を受けている場

合。

b. 過去に出場した公式大会において、何らかのペナルティを受けている場合。

c. 出場権利の獲得において、その方法になんらかの不正行為が認められ、本大会への

参加が不適切であると判断された場合。

d. エントリー時に登録されたアカウントがファイターズグレード11未満である場合。

e. エントリー時に登録されたアカウントと異なるアカウントを使用している場合。

f. 不適切なプレイヤー名と判断された場合の変更要請を拒否、または大会開催中に不

適切なプレイヤー名に変更した場合。

g. 本⼤会規約に違反していると運営事務局により判断された場合。

h. エントリーされた⽅が反社会的活動を⾏っている場合、反社会的勢⼒に該当する場

合もし くは反社会的勢⼒との関わりがある場合。

i. エントリー情報に不備や適切ではない⼊⼒がある場合。

j. その他、運営事務局によって大会参加が不適切と判断された場合。
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3. 個⼈情報等の取扱いについて
3.1 全般

運営事務局は、本⼤会にエントリーされた⽅から取得した個⼈情報について、 個⼈

情報の保護に関する法律および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管

理者による細心の注意をもって適切に取り扱うものとします。

3.2 本⼤会中における選手の記録および報道等について

本⼤会にエントリーした選手は、エントリーの時点で下記事項に同意したものとし

ます。

a. 運営事務局に対する氏名・年齢・住所等の個人情報の提供。

b. ⽒名、プレイヤー名、写真・イメージアイコンやコメント等が、運営事務局による

ライブ配信、ウェブサイト、情報メディア等において使⽤されること。

c. b.に挙げる内容について、運営事務局または情報メディアによる印刷物・ビデオ等

での商業的利⽤。

d. 大会当日における、運営事務局によるゲーム内プレイ画像・ムービーの撮影、ライ

ブ配信および、公式ウェブサイトやTVにおける後日放映・公開。 ⽒名、年齢、住

所などの個⼈情報を運営事務局に提供すること。

e. 上記各点について、肖像権またはプライバシーに係る権利を主張しないこと。
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4. ⼤会形式
本⼤会は2021年2月15日（月）～　2021年5月16日（日）を大会期間とし、予選⼤会お

よび決勝⼤会 Day1、決勝⼤会 Day2-Final-をもって構成されます。

各大会はオンライン上で開催されます。

4.1 予選⼤会

4.1.1 ⽇程

　　①　2021年3⽉28⽇（⽇）

　　②　2021年4月25日（日）

4.1.2 進⾏

● 予選⼤会はすべてTonamelの⼤会ページにて進⾏します。
　　※Tonamel︓https://tonamel.com/
　　※⼤会ページにつきましては、公式サイト及び、 ⼤会運営Twitter　　　　　　　
　　　　(https://twitter.com/vg_zero_events)をご確認ください。
● 参加者を4ブロックに振り分け各ブロックの優勝者を決定します。

● ⼀部マッチは対戦の録画及び動画公開される場合があります。対象者となった⽅は
⼤会運営 の指⽰に従ってください。

4.1.3 ルール

● 参加⼈数︓256名

● BO1シングルエリミネーション⽅式（4ブロック同時開催）

● 1クラン登録制（デッキ内容変更⾃由）

※詳細なルールはTonamelの⼤会ページをご確認ください。
※ルールは変更される場合があります。

4.1.4 賞品

● 各ブロック1位︓ 決勝⼤会 Day1出場権＋5,000ジェム＋特別称号

● 各ブロック2位︓ 3,000ジェム＋特別称号

● 各ブロック3位～4位︓1,000ジェム
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※優勝選手が予選大会の終了時点で決勝⼤会 Day1の出場権を保有している場

合、または⼤会当⽇の18:00までに権利の辞退を申告した場合、同ブロックの次点

の出場権を獲得していない選手に出場権が繰り下がります。

※権利の繰り下がりが発⽣した場合でも、他の賞品は順位通り付与されます。

4.2 決勝⼤会 Day1

4.2.1 ⽇程

2021年5⽉9⽇(⽇)

4.2.2 出場権

決勝⼤会 Day1の出場権は、下記のいずれかに該当するプレイヤーが獲得します。

● 対象シーズンのランクファイトにおける最終順位が30位以内のプレイヤー

※対象シーズン：2021年2⽉後期/3⽉前期/3⽉後期/4⽉前期/4⽉後期

※10位以内の選手は1回戦が不戦勝となります。

● 予選⼤会における各ブロックの優勝選手

● その他の権利付き⼤会における上位⼊賞選手

4.2.3 エントリー

下記2点を期⽇内に⾏うことでエントリー完了とします。

a. ⼤会エントリー⽤Googleフォームの送信

b. 決勝⼤会 Day1専⽤Discordサーバーへの参加

※参加にはGoogleアカウント及びDiscordアカウントが必要となります。

※GoogleフォームとDiscordサーバーは出場権利を獲得した⽅へ直接ご案内しま

す。
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4.2.4 進⾏

● 決勝⼤会 Day1は専⽤Discordサーバーのテキストチャットを⽤いて進⾏します。

● 当⽇のチェックイン時に、使⽤クラン等のエントリー情報をGoogleフォームで登録

します。

● 全マッチ終了時点の上位16名が決勝⼤会 Day2-Final-へ進出します。

※決勝⼤会 Day1当⽇以降、事情によりいずれかの選手がDay2-Final-に出場できな

いことが発覚した場合、出場権はDay1最終結果における次点の選手に繰り下がって

付与されます。

● ⼀部マッチのライブ配信を予定しています。

4.2.5 ルール

● 2クラン登録制BO3・コンクエスト方式

● スイスドロー・ダブルエリミネーション⽅式

※同一クランであれば、大会中のデッキ内容の変更が可能です。

※勝利したクランは同マッチの他のファイトで使用できません。

※2敗した時点で強制的にドロップとなります。
※回戦数は⼤会当⽇参加⼈数に応じて変動します。

※詳細なルールは専⽤Discordサーバーにてお知らせします。

4.2.6 賞品

● 1〜16位︓決勝⼤会 Day2-Final-出場権

● 6勝︓8,000ジェム＋参加賞特製リアルPRカード3枚＋⼤会参加称号

● 5勝︓7,000ジェム＋参加賞特製リアルPRカード3枚＋⼤会参加称号

● 4勝︓6,000ジェム＋参加賞特製リアルPRカード2枚＋⼤会参加称号

● 3勝︓5,000ジェム＋参加賞特製リアルPRカード2枚＋⼤会参加称号

● 2勝︓4,000ジェム＋参加賞特製リアルPRカード1枚＋⼤会参加称号

● 1勝︓3,000ジェム＋参加賞特製リアルPRカード1枚＋⼤会参加称号

● 0勝︓2,000ジェム＋参加賞特製リアルPRカード1枚＋⼤会参加称号

※決勝⼤会 Day2-Final-出場権とその他の賞品は重複して獲得できます。
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※賞品付与対象は⼤会にて1回以上のマッチを完遂した選手に限ります。
※⽇本国外にお住まいの⽅へは賞品の配送ができない場合があります。
※失格となった方には賞品をお渡しできない場合があります。

4.3 決勝⼤会 Day2-Final-

4.3.1 ⽇程

2021年5⽉16⽇(⽇)

4.3.2 出場権

決勝⼤会 Day2-Final-の出場権は、決勝大会 Day1の上位16名にのみ付与されま

す。

※Day1当⽇以降、事情によりいずれかの選手がDay2-Final-に出場できないことが

発覚した場合、出場権はDay1における次点の選手に繰り下がって付与されます。

4.3.3 進⾏

● 決勝⼤会 Day2-Final-は専⽤Discordサーバーにて進⾏します。

※専⽤Discordサーバーは出場権利を獲得した⽅へご案内します。

※決勝⼤会 Day1とは異なるサーバーに招待されます。

● ⼀部マッチのライブ配信を予定しています。

4.3.4 ルール

● 3クラン登録制・BO3/1ban・コンクエスト⽅式

● オープンデッキルール

● シングルエリミネーション⽅式

※デッキ内容は公開され、大会中に変更できません。
※マッチ開始前にお互いのデッキ1つを選択し、選択されたデッキは
　そのマッチ中に限って使用できなくなります。
※勝利したクランは同マッチの他のファイトで使用できません。
※詳細なルールは専⽤Discordサーバーにてお知らせします。
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4.3.5 賞品

● 1位

100,000ジェム＋順位つき特別称号＋特別エンブレム

順位&セリフ箔付き特製リアルPRカード1枚 ＋ 特製リアルプレイマット

Vanguard ZERO GRAND FINAL 2021 参加権利

● 2位

80,000ジェム ＋ 順位付き特別称号 ＋ 特別エンブレム

順位&セリフ箔付き特製リアルPRカード1枚 ＋ 特製リアルプレイマット

Vanguard ZERO Championship 2021 FINAL STAGE 参加権利

● 3位

50,000ジェム ＋ 順位付き特別称号 ＋ 特別エンブレム

順位&セリフ箔付き特製リアルPRカード1枚 ＋ 特製リアルプレイマット

Vanguard ZERO Championship 2021 FINAL STAGE 参加権利

● 4位

30,000ジェム ＋ 順位つき特別称号 ＋ 特別エンブレム

順位&セリフ箔付き特製リアルPRカード1枚

Vanguard ZERO Championship 2021 FINAL STAGE 参加権利

● 5位～8位

10,000ジェム ＋ 参加賞特製リアルPRカード1枚

● 9位～16位

参加賞特製リアルPRカード1枚

※⽇本国外にお住まいの⽅へは賞品の配送ができない場合があります。

※出場権を獲得していても、決勝⼤会 Day2-Final-に参加しなかった選手には

　賞品をお渡しできない場合があります。
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5. 禁⽌事項
本項目の記載事項に違反・抵触する行為や状況が確認された場合、ゲーム内外にお

いて、法的手段を含む何らかの措置を講じる場合があります。

● 本⼤会規約の記載事項に違反する行為。

● 運営事務局の指⽰や要請に従わないこと。

● 対戦や登録情報等における虚偽の申告。

● SNS、⼤会Discord等での暴⾔やハラスメント⾏為。

● 本⼤会参加権の他者への譲渡。

● 同⼀⼈物による別アカウントを使った複数エントリー。

● ゲーム内の不具合を故意に利⽤すること。

● 公序良俗に反する不適切な文言・文字列をプレイヤー名や挨拶文に設定すること。

● 株式会社ブシロードが定めるヴァンガード ZEROの利⽤規約に違反すること。

6. ペナルティ
大会期間中に選手が本⼤会規約に違反したと判断された場合、運営事務局は該当の

選手に対してファイトおよびマッチの敗北処理や、本大会およびその他の公式大会

における出場停⽌等のペナルティを与えることができます。
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7. 免責事項
a. 本⼤会は、ゲームサーバーのトラブルや天災などやむを得ない事情が発⽣した場

合、延期もしくは中断する場合があります。主催者の管轄によらない不可抗⼒的な

要因による、またはそれに類する状況下において、主催者は発生した事象について

責任を負わないものとします。

b. 選手による⼤会参加は全て各々の⾃⼰責任によるものとし、本⼤会規約に定める場

合を除く、⼤会参加に要した費⽤および、⼤会期間中に発⽣した事故、貴重品の紛

失、盗難、怪我その他のトラブルに関しては、運営事務局は⼀切の責任を負わない

ものとします。

c. 新型コロナウィルス等の社会情勢を鑑みて、本⼤会の内容や⽇程を⼀部変更する場

合があり ます。

8. 本大会規約および本⼤会内容の変更
本⼤会規約および本⼤会の内容は、世間や大会参加者の状況等を鑑みた上で、運営

事務局によって予告なく更新・改定される場合があります。

本大会規約に同意した参加者が、本大会規約の改定後に特段の申告なく本⼤会への

参加を継続するか、その意思が確認された時点で、本⼤会規約の当該改定に同意し

たものとみなします。

※改定時は都度Discordにて連絡・通達されます。
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