
 

 

 

 

 

中域ディスクドッヂ首都圏東部大会 2017 

＜参加チーム向け最終案内＞ 
 

多くの皆様のご参加、誠にありがとうございます。 

以下の通り最終のご案内を差し上げます。 

一部において募集〆切後の事情により 

当初、募集段階から変更している点がございます。

ご確認の上、ご参集のほど宜しくお願いいたします。 

では当日お会いできることを楽しみにしております。 

 

【大会概要】 

名 称  中域ディスクドッヂ 首都圏東部大会 2017 

EAST Metropolitan DiscDodge Tournament 2017  

日 時  平成 29 年（2017 年）3 月 12 日（日曜日） 9：00～17：00 

場 所  東京武道館 〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-20-1 

      TEL：03-5697-2111 

 

主 催  一般社団法人日本ドッヂビー協会 

共 催  足立区 

 

後 援  公益社団法人 全国子ども会連合会 

足立区少年団体連合協議会 

 

協 力  埼玉県／千葉県ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会 

 

協 賛  文化シヤッター株式会社 

  東京キリンビバレッジサービス株式会社 

ワタミ株式会社 

株式会社ヒーロー 
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【大会会場レイアウト図】 
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【参加チーム一覧／対戦組合せ】 

別紙、参加チーム一覧表をご参照ください。 

一覧表には予選リーグの組分けを明記していますので予めご確認ください。 

対戦組合せの詳細は別紙、リーグ／トーナメント表をご参照ください。 

 

ＤＢＪＡ公式ホームページに掲出していますので、予めプリントアウトを 

お勧めいたします。 

 

【募集段階からの変更について】 

小学生部門 ＝募集要項では２～６年生としましたが、１年生の出場について 

強いご要望をいただきましたことを鑑み、衝突等の事故発生に

は引率者様の責任において、の前提で受け入れております。 

 

一般部門  ＝募集を締め切りました結果、一般部門において、中学生のみ、 

および中／高校生のみで構成されたチームがそれぞれ３チーム、 

合計６チームありましたことを鑑み、一般部門を中学／高校生

部門と一般（年齢不問）部門の２部門に分割いたします。 

 

※ドッヂビーは基本理念として誰でもできる、誘いやすいスポーツＮｏ１を 

目指す。としております。その理念に基づきできるだけご要望にお応えし、 

より楽しくプレーしていただきたいと考えての決定となります。 

何卒、ご理解のうえご了承いただきたいと存じますが、募集要項と異なる 

決定が締め切り後におこなわれ、発表されますことをお詫び申し上げます。 

 

【参加費用とお支払い】 

別紙、参加チーム一覧表にある人数分の参加料を頂戴いたします。 

一般部門に出場する小学生も小学生の金額に、 

小学生以外はすべて一般の金額となります。 

どちらも一人あたりの金額です。（税・傷害保険加入費を含みます） 

○小学生 ￥1,000- 

○一 般 ￥2,000- 

 

当日、朝、受付時に現金にて代表者の方にまとめて、お支払いいただきます。 

つり銭のご用意はございません。 

チーム分ちょうどの金額をあらかじめご用意下さい。 
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【参加メンバーの増減について】 

基本的に事前に提出いただいたメンバー表により参加賞の手配および傷害保険

加入手続きは完了しています。当日の変更については下記をご確認ください。 

 

●当日のメンバー増加について 

大会への参加は認めますが、傷害保険の対象外となる場合があります。 

なお、参加料は規定の金額を申し受けますが参加賞を差し上げられない場合 

がありますので、あらかじめご了承のうえ、受付で必ず申告してください。 

 

●当日のメンバー減少について 

減少した場合、参加料は減額いたしませんが参加賞は人数分、差し上げます。 

減少した旨、受付時に代表者が申告してください。 

 

●当日のメンバー差替えについて（人数増減なし） 

追加メンバー名と減少メンバー名を受付時に代表者が申告してください。 

 差し替えたメンバー表の提出があれば、傷害保険の対象といたします。 

参加賞は予定数量でお渡しいたします。 

 

○変更がある場合、あらかじめ差し替えたメンバー表を持参いただきますと 

手続きがスムーズに終了しますので、ご協力をお願いいたします。 

 

【参加賞の配布】 

東京キリンビバレッジサービス㈱ご提供の５５５ｍｌスポーツドリンクを 

受付時に、その他は１５：３０以降に配布いたします。 

あらかじめ、ご了承ださい。 

 

【集合／受付】 

会場入り口に受付を設置します。９：００～９：３０が受付時間となります。 

時間内に代表者の方は必ず受付をお願いいたします。 

 

【全体スケジュール】 

別紙、タイムスケジュール表をご参照ください。 

ＤＢＪＡ公式ホームページに掲出しています。 

 

●大会会場は屋内ですので、雨天でも決行いたします。 

交通機関に支障が出る荒天が予報された場合、前日代表者様に連絡します。 
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【競技方法】 

●小学生部門  １６チーム 

予 選 ： ４チームで構成した４つのリーグで総当たり戦 

決 勝 ： 各予選リーグの１位／２位の２チームがＶトーナメントへ 

各予選リーグの３位／４位の２チームがＷトーナメントへ 

●中学／高校生部門  ６チーム 

予 選 ： ３チームで構成した２つのリーグで総当たり戦 

決 勝 ： 各予選リーグの１位／２位の２チームが決勝トーナメントへ 

各予選リーグの３位チームが混合トーナメントへ 

●一般部門   ７チーム 

予 選 ： ４チームのＡリーグ、３チームのＢリーグで構成した 

２つのリーグで総当たり戦。 

決 勝 ： 各予選リーグの１位／２位の２チームが決勝トーナメントへ 

  Ａリーグの３位／４位の２チーム、およびに 

Ｂリーグの３位チームが混合トーナメントへ 

 

※対戦形式、組合せの決定について 

全試合タイムスケジュールおよびリーグ対戦／トーナメント対戦方式は主催 

者である日本ドッヂビー協会が全体スケジュールを勘案、また１チームの試合 

数をできるだけ均等に近づけるように考えて決定いたしました。 

また、対戦組合せも地域性など顧慮したうえで同様に決定しております。 

 

●ドッヂディスタンス記録会（付帯イベント） 

・実施時間の関係で本大会全部門参加各チームより１名にご参加いただきます。 

・別紙、登録書に代表者の方は試技者を選抜してご記入のうえ、当日受付に 

提出してください。 

・試技者は指定時間に会場にお越しください。 

・時間内にお越しいただけない場合、辞退と判断いたします。 

 

実施会場 ： アリーナ全面 

実施時間 ： １３：３０～１４：１０ 

試技方法 ： ひとり１分以内に３投、最長試投を計測します。 

 

※誠に恐縮ですが、付帯イベントは当日の進行状況によって予告なく、 

中止および短縮となる場合があり得ますので、あらかじめご了承ください。 
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【大会ルール】 

※協会ホームページﾞにはルール全文が掲載されています。予めご確認ください。 

 

基本的に日本ドッヂビー協会制定の公式ルールでおこないますが 

以下項目について、本大会ルールとして制定いたします。 

 

●試合人数： 小学生部門＝13 名、一般部門＝10 名でおこないます。 

  あらかじめ、不利となることを了承のうえ規程人数以下での 

  対戦も成立するものとします。 

 

●試合時間： 前／後半 各＝3 分 30 秒です。 

 

●同点  ： 予選リーグは引分、ト－ナメントはＰＴ戦で決着します。 

決勝戦のみ、3 分 1 本通しの延長戦をおこないます。 

 

●予選リーグ戦の順位決定 

本大会すべての部門におけるリーグ戦の順位は以下の優先順で決定します。 

１）勝点の大きいチーム 

２）得失点（総得点数マイナス総失点数）の大きいチーム 

３）総得点数の多いチーム 

４）総失点数の少ないチーム 

５）直接対決での勝利チーム 

６）ディスクフリップをおこない、権利を得たチーム を上位とします。 

 

●審判団 

 主審＝１名、副審＝１名、線審＝２名、記録員＝１名の５名が審判団を構成 

・審判員は協会認定資格者を中心に主催者が決定します。 

・審判員の判定に対するクレーム等は一切受付けません。 

・審判員の判定結果は、如何なる場合でも覆りません。 

 

●レフリータイムアウト 

 本競技会のすべての試合において、万が一試合中のケガ、その他主審が必要 

と判断した時、主審によりタイムアウトが宣告されることがあります。 

 その場合、タイムアウト時間を計測してロスタイムとして試合時間を延長 

します。さらに主審の状況判断によりケガをした選手が退場した場合、主審 

の指示に従い、退場選手のポジションへ交代選手を入れることができます。 
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【競技関係諸事項】 

●チーム招集 

・今大会の招集場所は練習会場となります。 

・試合のあるチームは２試合前に練習会場に集合して下さい。 

・１試合前に練習場からアリーナへ移動してコート横で待機していただきます。 

・試合はスケジュール通りに開始しますので、遅れなく集合をお願いします。

万が一、開始時間にチームメンバーが揃わない場合、不戦敗となります。 

不戦敗の場合、小＝0vs12 中／高・一般＝0vs9 のスコアで敗者とします。 

 

●練習会場 

・練習会場は第一小武道場となります。 

・試合をおこなうチームのみが２試合前に占有でウォームアップに使用します。 

大会は３コート同時進行にて６チームが練習することになりますのでお互い

に譲り合っての使用をお願いいたします。 

・その他チームの空き時間におこなえる練習スペースはございません。 

・観客席、その他館内では絶対にディスクを投げないでください。 

・万が一、練習会場でチーム間のトラブル等が起きた場合、当事者間で解決 

いただき、主催者は一切において関知いたしません。ご了解ください。 

 

●ウェア 

・選手はスポーツウェア・体育館用シューズを必ずご持参ください。 

・アリーナに入場する引率者も体育館履きを必ず持参してください。 

・選手は基本的に背番号付き、チーム揃いのウェアを着用してください。 

背番号がない、揃いのウェアがない場合、主催者が準備しますドッヂビー 

オリジナルビブスを試合中のみ、着用いただきます。 

・ビブスは各コートに１セットの用意となり複数チームで着回しますことを 

あらかじめ、ご了承ください。 

・背番号付きの揃いのウェアであっても黒およびオレンジの場合、主審の判断 

により審判やスタッフと干渉すると思われる時にはビブスの着用を指示する 

ことがあります。 

 

●試合結果の発表 

 毎試合の対戦結果及び成績は大会本部に掲示板を設置し、結果を記入します。 

 各チーム、ご確認ください。 
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【運営関係諸事項】 

●控スペース 

・各チ―ムの控スペース／荷物置場は観客席をご利用ください。 

充分なスペースがありますので、特にエリア指定はいたしません。 

・コート周辺の最前面座席は占有せず、当該試合関係者の観戦スペースとして 

常に空けていただきまして各チーム関係者の皆様は交代で譲り合っての観戦 

を宜しくお願いいたします。 

・荷物内の貴重品管理には主催者は一切の責任を負うことができません。 

各自で厳重に管理いただきますよう、お願いいたします。 

・観客席での飲食は可能です。 

 

●引率者 

・受付時に各チーム 2 名分のＩＤをお渡しします。 

 このＩＤを持参の方、2 名までが試合中のアリーナへの入場が可能です。 

・スタッフ以外でＩＤを持たない方のアリーナ面への入場はできません。 

・試合ごとに保護者様の間でＩＤを持ち回すことは可能です。 

・ＩＤを持ってアリ－ナへ入場して写真撮影は可能ですが、自チームベンチ内 

のみでお願いいたします。 

・万が一、運営に支障が出る行為があると判断した場合、退場いただきます。 

・ＩＤ発行は小学生部門および中学／高校生部門のみ、一般部門はありません。 

・一般部門に参加する選手が同一チームの小学生部門に引率する場合でもＩＤ 

規定の通りとなります。 

 

●観戦者 

・観戦は観客席でお願いします。 

・観客席への入場は無料です。 

・観戦来場者はアリーナ面への立ち入りは一切できません。 

 

●その他 

当日、けが等による主催者対応は薬箱で対応できる範囲となります。 

予めご了解のうえ、各チームでの対応をご検討いただければ幸いです。 

会場には氷のご用意がございません。あらかじめご了承ください。 

 

●販売コーナー 

 当日ドッヂビーメーカー「株式会社ヒーロー」の販売ブースが設置されます。 

 新製品等、販売される予定ですので、お楽しみに！！ 
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【会場関係注意事項】 

本大会の会場は武道館ですので、館内(観客席含む)すべて、

観戦者の方も含めて、土足厳禁となります。 

・下駄箱がございません。必ず土足を入れる袋を各自、ご持参ください。 

・スリッパの貸し出しもございませんので、上履きを必ずご持参ください。 

―――これらのご用意がない場合、入場をお断りする場合がございます――― 

 

・館内に更衣室があります。選手の着替えにご利用ください。 

 ただし、更衣室内のロッカーは使用できません。 

・ゴミは必ずお持ち帰りください。 

・喫煙は喫煙スペースをご利用下さい。 

 喫煙スペースは館外ですので靴の履き替えの徹底をお願いします。 

・ご来場はできるだけ公共交通機関のご利用をお願いいたします。 

・駐車場はありますが数に限りがあり、予約等できません。 

 地下式ですので大型車両の駐車はできません。 

○駐車場は有料です。 

http://www.tef.or.jp/tb/parking.jsp 

詳細は上記、東京武道館ホームページをご参照ください。 

 

【事前確認事項】 

◆当日、大会名義関係者による映像・写真撮影がされ、後日に各団体の目的の 

ために使用しますが、本大会に来場する皆様には予め同意いただきます。 

 

 

【お問合せ先】 

一般社団法人日本ドッヂビー協会 ＤＢＪＡ 

〒101－0051 東京都千代田区神田神保町 2-46-302  

TEL ： 03－3264－3626 

FAX ： 03－3264－3627 

Mail ： support@dbja.jp 

担当 ： 稲垣 敬雄（ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶｵ） 

 

当日緊急連絡先 ／ 稲垣 090-3310-0395 

http://www.tef.or.jp/tb/parking.jsp
mailto:support@dbja.jp
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【東京武道館からの注意事項】 
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【会場全体図】 
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