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１．【開催要項】 

名 称  第２回 広域ドッヂビーコンペティション近畿・中部大会 2014  

Ｃｅｎｔｒａｌ ＪＡＰＡＮ DODGEBEE Competition 2014  

 

日 時  2014年（平成 26年）3月 9日（日曜日） 9：30～17：00 

 

場 所  スカイホール 豊田（豊田市総合体育館） メインホール 

   愛知県豊田市八幡町 1-20   TEL : 0565-31-0451 

 

主 催  日本ドッヂビー協会 

 

主 管  愛知県フライングディスク協会 

 

後 援    愛知県 ／ 愛知県教育委員会 ／ 

公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 

豊田市 ／ 豊田市教育委員会／ 

公益社団法人 全国子ども会連合会 

中日新聞社 

 

協 力  豊田市スポーツ推進委員協議会 

 

協 賛  日本テトラパック株式会社 ／ 株式会社ヒーロー 

 

種  目   ディスクドッヂ／ゴールドッヂ 

 

部門/資格 すべて性別は不問 

➊ディスクドッヂ 小学生低学年部門／小学校 1～3年 

➋ディスクドッヂ 小学生高学年部門／小学校 4～6年 

➌ディスクドッヂ ミックス部門  ／おとなと子ども 

➍ディスクドッヂ 一般部門      ／中学生以上 

  ➎ディスクドッヂ 障害者部門   ／知的障がい者 

➏ゴールドッヂ部門        ／不問（未就学児以外） 

 

表 彰   各大会 各部門  優勝／準優勝／３位 まで表彰 
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２．【参加チーム一覧】   2月 20日 現在 

 

チーム名称   地域     人数 

 

➊小学生低学年部門 Ｇ.Ｄ.Ｔ Little   犬山市  13 

／４チーム  苗代Ｓmile   名古屋市 13 

   JDC 小 猿   知多市   8 

   Fire Ｊｒ．   稲沢市  13 

 

 

➋小学生高学年部門 Ｇ.Ｄ.Ｔ     犬山市  14 

／１２チーム  精華六男     岐阜県  11 

   精華リトルスター  岐阜県  13 

   苗代Ｖictory   名古屋市 12 

   JDC ボス猿   知多市  18 

   新知ファンタグレープ  知多市  15 

   AXTOS  PHOENIX  Jr． 大府市  13 

   Ｙ・Ｔ・Ｓ・Ｃ   武豊町  14 

   Get  Winz (ゲットウィンズ） 名古屋市 14 

   C.A.T Tajimi   岐阜県  17 

   Fire Kiｄｓ１   稲沢市  13 

   Fire Kiｄｓ２   稲沢市  13 

 

 

➌ミックス部門  わん丸Ｇ.Ｄ.Ｔ    犬山市  10 

／６チーム  守東 ASO    名古屋市  9 

   新知夜叉姫   知多市  10 

   T T V    東京都  18 

   Boon SP(ブーンスペシャル） 知多市  10 

   チーム ゲラゲラ  大阪府  10 
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➍一般部門  Team ASO    名古屋市  8 

／９チーム  新知ファンタジスタ  知多市  10 

   Boon MIX   知多市  10 

   チキン南蛮   大阪府  12 

   JDC ジャパンドッヂビークラブ 知多市  14 

   桜ウィンズ   名古屋市  9 

   ＣＯＳＭＯ   瀬戸市  10 

   C.A.T Tajimi   岐阜県  14 

   D-1 ｱｸﾛｽ・ｻﾞ・ﾕﾆﾊ-ﾞｽ  尾張旭市  9 

 

➎障がい者部門  半田 FDC   半田市  14 

／４チーム      愛知県立半田養護学校桃花校舎  大府市  16 

   HIGASI  １の４ クラブ  一宮市  10 

   春日台クラブ   春日井市 13 

 

➏ゴールドッヂ部門 AXTOS  PHOENIX  大府市  10 

／４チーム   MPS    豊田市  10 

   にっぷくん   美浜町   7 

   連合ほほい   美浜町   7 

 

※市町表記はすべて、愛知県 

 

参加チーム総数 ３９チーム 

 

参加選手総数  ４６４名 

内訳/子ども（中学生以下） ２４４名 

/おとな（中学卒業以上）１６７名 

主要スタッフ   ３０名     /障がい者        ５３名 

 

審判員    ４５名 

 

関係者その他  約２０名  大会関与者 総合計 ５６０名 
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３．【チーム編成と登録】 

➊小学生 ・原則として小学校 1～3年生の 1チーム 20名まで。 

低学年部門 ・4年生以上はこの部門には参加できません。 

  ・1ゲームに出場するプレーヤーは 1チーム 13名。 

  ・チームの人数が 13名に満たなくても、あらかじめ 

不利なことを確認のうえ、試合可能とします。 

※各チーム代表引率者 1名を登録。(申込書に記入) 

➋小学生 ・原則として小学校 4～6年生の 1チーム 20名まで。 

高学年部門 ・3年生以下も参加できます。 

  ・1ゲームに出場するプレーヤーは 1チーム 13名。 

・チームの人数が 13名に満たなくても、あらかじめ 

不利なことを確認のうえ、試合可能とします。 

※各チーム代表引率者 1名を登録。(申込書に記入) 

➌ミックス ・原則として大人／子ども各 5名以上の 1チーム 10～20名まで 

部門  ・1ゲームに出場するプレーヤーは大人／子ども各 5名の 

1チーム 10名。おとなは 5名以上出場できません。 

・チームの人数が 10名に満たなくても、あらかじめ 

不利なことを確認のうえ、試合可能とします。 

・引率者の登録はありません。 

※子どもの定義は小・中学生。参加料 ＝＠1,000円の選手 

➍一般部門 ・中学生以上の 1チーム 10～20名まで 

・1ゲームに出場するプレーヤーは 1チーム 10名。 

・チームの人数が 10名に満たなくても、あらかじめ 

不利なことを確認のうえ、試合可能とします。 

・引率者の登録はありません。 

※中学生の場合、参加料 ＝＠1,000円となります。 

➎障がい者 ・知的障がい者とし、13名以上 18名まで 

部門  ・1ゲームに出場するプレーヤーは 1チーム 13名。 

・チームの人数が 13名に満たなくても、あらかじめ 

不利なことを確認のうえ、試合可能とします。 

・必ず２名以上の介護者の引率をお願いいたします。 

・各チーム代表引率者 1名を登録してください。 

 ※本大会の特別ルールを設定します。 
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➏ゴールドッヂ・年齢は不問。5名以上 12名以下 

部門   （但し安全面から未就学児は出場不可） 

  ・参加費用は対象年齢ごとになります。 

  ・1ゲームに出場するプレーヤーは 1チーム 5名。 

  ・ゲーム中の選手交代は自由です。 

・試合開始時にチーム人数が 5名に満たない場合には、 

不戦敗とします。 

・各チーム代表引率者の登録はありません。 

 

全部門  ・性別は不問です。 

において ・前半と後半とで、プレーヤーの入れ替えができます。 

・➊➋➌➍➎の各部門間においては同一人が複数部門に重複して 

登録はできません。 

・➊➋➌➍➎と➏においては同一人が重複して登録することが 

できますが、試合が重複する場合、主催者は一切関知せず、 

個人でどちらかの部門を選択して出場していただきます。 

その場合、参加料は部門ごとに徴収されます。 

 

 

 

４．【参加料とお支払い】 

参加料   小・中学生     ＝ ＠1,000円  

一般（中学卒業以上） ＝ ＠2,000円  

  障がい者（一律）   ＝ ＠ 500円 

・上記金額は出場部門にかかわらず対象年齢による一人当たり 

の金額です。 

 

お支払方法 大会当日の朝、受付にてチーム単位で徴収させていただきます。 

  お釣銭のないようご準備のほど、ご協力をお願いします。 

 当日、メンバー変更がある場合、最後の受付となり、 

長時間お待ちいただく可能性がございますのでご了承ください。 
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５．【試合形式】 

➊小学生低学年部門 

試合時間 ： １試合３分、前後半２セット 

予 選  ： ４チームで構成した１リーグ 

決 勝  ： 予選１位と２位による決勝戦 

予選３位と４位による３位決定戦 

➋小学生高学年部門 

試合時間 ： １試合３分、前後半２セット 

予 選  ： ３チームで構成した４リーグ 

決 勝  ： 各リーグ上位２チーム、合計８チームの上位トーナメント戦 

予選敗退４チームによるフレンドリーマッチを２試合。 

➌ミックス部門 

試合時間 ： １試合３分、前後半２セット 

予 選  ： ３チームで構成した２リーグ 

決 勝  ： 各リーグ上位２チーム、合計４チームの上位トーナメント戦 

予選敗退２チームによるフレンドリーマッチを１試合。 

➍一般部門  

試合時間 ： １試合３分、前後半２セット 

予 選  ： ５／４チームで構成した２リーグ 

決 勝  ： 各リーグ上位２チーム、合計４チームの上位トーナメント戦 

➎障がい者部門 

試合時間 ： １試合３分、前後半２セット 

予 選  ： ４チームで構成した１リーグ 

決 勝  ： 予選１位と２位による決勝戦 

予選３位と４位による３位決定戦 

 

※ディスクドッヂは各部門、決勝戦の試合時間は３分３０秒となります。 

 

 

➏ゴールドッヂ部門 

試合時間 ： １試合７分、前後半２セット 

予選リーグ： ４チームで構成した２リーグ 

決 勝  ： 予選１位と２位による決勝戦 

予選３位と４位による３位決定戦 

※ゴールドッヂ決勝戦の試合時間は８分００秒となります。 
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６．【付帯イベント】 

●ドッヂディスタンス記録会 

実施時間の関係から本大会全部門参加３９各チームより２名を対象にして 

ご参加いただきます。エントリー試技者を当日、選抜してください。 

 

実施会場 ： メインホール 第５コート 

 

実施時間 ： 13：48～15：20（約 90分） 

 

試技方法 ： ひとり１分以内に３投して、最長試投を計測。 

 

当日、朝、受付で配布する記録証および登録書にご記入のうえ、実施時間内の 

参加部門の試合がない空き時間に会場にチーム単位（選抜した２名同伴で） 

お越しください。お越しいただけない場合、辞退と判断いたします。 

 

本会の記録は年齢・性別による対象者カテゴリーに基づく日本記録が出た場合、 

すべて正式記録として認定します。（後日、認定証がご自宅に郵送されます） 

 

カテゴリーの詳細およびディスタンス・ルールの詳細は協会ホームページを 

ご参照ください。 

 

●デモンストレーション 

昼食休憩の時間帯にデモンストレーションをメインホールにて実施します。 

お見逃しなく！！ 

７．【飲食／販売のご案内】 

●飲食スペース 

メインホール西側に売店があります。 

観客席と各チーム控えスペースでの飲食は可能です。 

持ち込まれたゴミは必ずお持ち帰りください。 

 

●スポンサーブース／ドッヂビーグッズ販売コーナー 

 日本テトラパック提供ドリンク配布コーナーが今回も設置されます。また、 

ドッヂビーメーカー㈱ヒーローによる特設販売コーナーが出店されます。 
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８．【全体スケジュール】 

参加者および観戦者の体育館への入場時間は AM 8：30からとなります。 

 

9：00 ～  9：30 参加チーム 受付 

(チーム代表者のみ受付にお越しください) 

 

9：30 ～  9：45 開会式・諸注意事項説明 

 

10：00 ～ 12：00 予選リーグ戦（10：00 第 1試合 スローオフ） 

 

12：00 ～ 13：00 昼食／休憩 

＜デモンストレーション＞ 

 

13：00 ～ 14：48 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦／順位決定戦（13：00スローオフ） 

 

14：48  ～  15：48 各部門 決勝戦（15：24 最終試合 スローオフ） 

 

16：00  ～ 16：30 表彰式 

 

16：30  ～ 16：45 閉会式 

 

17：00 (予定)  参加者解散 

 

９．【チーム控スペースと観戦について】 

メインホール２Ｆ観客席をご自由にお使いください。 

大変、広い会場ですので特にチームごとの区分けはいたしません。 

 

各コート周辺席については各チーム関係者、交代で譲り合ってのご使用を 

お願いいたします。 

 

なお、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の

で各自で管理いただきますよう、お願いいたします。 
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10．【注意事項】競技運営関係 

①使用ディスク 

 ＤＢＪＡオリジナル・ドッヂビー270（エコ・ドッヂビー）テトラパック仕様 

を全試合において使用いたします。 

 

②ウェア／シューズ 

・あらかじめ背番号付き、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、ドッヂビーオリジナルビブスを 

主催者より貸与しますが、各コートに１セットのご用意ですので複数チーム 

にて着回していただき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、審判や 

スタッフと干渉すると思われる時にはビブスを着用いただきます。 

・シューズは内履き（体育館用）をご用意ください。 

 

③チーム招集 

次にゲームを行うチームは直前試合中に各コートに集合してください。 

開始予定時間にチーム不在の場合、ディスクドッヂ小学生／障がい者は 0vs12、 

ミックス／一般は0vs9、ゴールドッヂは0vs5のスコアで敗者として扱います。 

 

④ルール 

日本ドッヂビー協会公式ルールで実施しますが一部大会ルールを採用します。 

 ルール全文はＤＢＪＡホームページに掲出されていますのでご確認ください。 

 

⑤備品 

競技関係備品はすべてＤＢＪＡが用意いたします。 

 

⑥審判関係 

・審判は主催者が決定します。 

・審判の判定に対するクレーム等は一切受付けません。 

・審判の判定結果は、如何なる場合でも覆りません。 

 

⑦対戦組合せおよび会場コート・レイアウト 

各部門のリーグ表 トーナメント表および会場レイアウトは別途、当日配布 

しますプログラムおよび協会ホームページにてお知らせいたします。 
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11．【注意事項】その他 

⑧小学生部門の引率 

 受付時にお渡しするＩＤを所持した１チーム２名のみ、ベンチへ入れます。 

試合ごとに複数の方がＩＤを持ち回りすることは可能です。 

ＩＤを所持した方について、ベンチサイドにおける写真撮影は可能です。 

ベンチサイド以外のスペースへの立ち入りはご遠慮ください。 

 

⑨雨天・荒天時について 

 すべての試合は、屋内（体育館）でおこなわれますので予定通り 

集合をお願いいたします。 

 

⑩駐車場について 

無料です。※大型バスをチャーターしてチーム単位でお越しになる場合、 

あらかじめご連絡をくださいますよう、お願いいたします。 

 

⑪安全管理 

 大会参加者全員について傷害保険に加入しています。 

 大会期間中、柔整士１名が常駐していますが、対応はケガの応急処置まで 

ですので、あらかじめご承知おきください。 

 

⑫写真／映像の撮影およびその後日使用について 

本大会に参加されるすべての方について、関係するすべての団体がその目的 

のために写真／映像の撮影をして大会終了後、使用することの許諾をいただ 

いた前提でのご参加となりますことをご確認ください。 

 

⑬参加賞の配布について 

 本大会では前日および当日朝の準備における充分な時間確保が難しかった 

ことから、朝の受付で参加賞をお渡しいたしませんのでご容赦ください。 

 

朝、受付にて参加賞交換券を配布いたします。 

券を持参のうえ１４：３０以降に指定場所で交換させていただきます。 

 

ご不便をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。 
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12．【本大会ルール】         日本ドッヂビー協会 制定 

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

ルールとして採用いたします。 

ただし、障がい者部門のルールは愛知県フライングディスク協会制定のルールに準じます。 

●ディスクドッヂ競技の全部門において、スローは「縦投げ禁止」を採用します。 

●ゲーム時間 

＜ディスクドッヂ＞ 前半＝３分００秒、後半＝３分００秒 でおこないます。 

 ＜ゴールドッヂ＞  前半＝７分００秒、後半＝７分００秒 でおこないます。 

 ＜全決勝戦のみ＞  試合時間が異なります。 

＜ディスクドッヂ＞ 前・後半＝各３分３０秒 

＜ゴールドッヂ＞  前・後半＝各８分００秒 

●審判団 

 ＜ディスクドッヂ＞主審＝１、副審＝１、線審＝３、記録員＝１、計時員＝１、計７名 

 ＜ゴールドッヂ＞ 主審＝１、副審＝１、３審＝１、記録員＝１、計時員＝１、計５名 

●予選リーグ戦の順位決定 

本競技会すべての部門、予選リーグにて同点の場合、引分けとして勝点制で順位を決定 

します。勝点が同点の場合、予選リーグ内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。 

●決勝トーナメント戦の勝敗決定 

 ５人 vs５人のペナルティスロー（ＰＴ）戦で勝敗を決します。 

さらに同点の場合、６人目以降、サドンデスで決着するまでＰＴをおこないます。 

●決勝戦のみ、終了時同点の場合、延長戦をおこないます。 

＜ディスクドッヂ＞ ３分００秒の１本流し 

＜ゴールドッヂ＞  ４分００秒の１本流し 

●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 

した場合、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、ロスタイムとして試合時間を延長します。 

 また、主審の状況判断により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。 


