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主催大会 初！ 

中学生部門、開催。 

初代、中学生王者は？ 

どこだ！！ 
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【開催趣旨】 

日本ドッヂビー協会は 2008年の設立以来、地域における草の根活動（市区町

村大会など）をバックアップすることに主眼を置いてきました。 

特に普及の初期段階ではあえて、そのようなローカルルールなどの動きを阻

害することなく、どちらかと言えば促進すらして参りました。 

 

ドッヂビーの大きな特長である年齢性別の差を感じにくい競技であるという

評価を数多くいただくことを鑑みますと、その交流の輪をさらに広げることを

真摯におこなう責務が、私たち、日本ドッヂビー協会にはあるとも感じており

ます。 

 

あらゆるスポーツが統一ルールでおこなわれることで、即時スムーズな交流

ができるというスポーツの基本とも言える美点があることに異存はなく、それ

らスポーツ全般が持っている利点を活用することで、さらにドッヂビーの促進

を進める時期が到来していると感じられる機会が昨今、増えています。 

 

 以上のような状況から協会統一ルールによっておこなわれ、広域より集い、

複数種目を同時におこなう大会を日本各地で主催者として実施するという理念

の元、広域コンペティション大会を開催いたします。 

 

本大会の会場地となる小山市は昨年度、市制 60周年を迎えスポーツ都市宣言

をおこない、その宣言を今年度も継承した具体的な形として新たなスポーツ・

イベントを市内開催すべく模索する中で、年齢・性別を問わずにおこなうこと

ができるドッヂビーに着目した経緯により日本ドッヂビー協会へ大会の開催に

おける誘致のご相談をいただきました。 

 

当協会では、首都圏を中心とした広域大会の開催実績はあるものの関東一円

という枠で考えると充分とは言えないこと、また小山市より開催誘致をいただ

いたことを大変ありがたく、光栄に感じたことから本大会開催を決定しました。 

ついては栃木県はもとより、隣接する北関東圏（群馬／茨城／埼玉県）にて

さらなるドッヂビー普及が促進されることを祈念して本大会を実施いたします。 

 

上記、趣旨のほど御理解の上、本大会開催におけるご協力を賜りたく、何卒、

宜しくお願い申し上げます。 

日本ドッヂビー協会 

代表 稲垣 敬雄 
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【大会概要】 

名 称  第５回 広域ドッヂビーコンペティション 北関東大会 2015 

（North Kantoh DODGEBEE Competition 2015）  

―2015 おやまスポーツ・レクリエーションフェア メイン事業― 

 

日 時  2015年（平成 27 年）10月 3日（土曜日） 9：00～17：00 

 

場 所  栃木県立県南体育館 

   〒323-0042 栃木県小山市大字外城 371-1 

    TEL：0285-21-2695 FAX ： 0285-21-2697 

 

主 催  日本ドッヂビー協会 

共 催  小山市教育委員会 

以下、すべて予定（申請中） 

後 援    栃木県 ／ 栃木県教育委員会 ／ 小山市 

公益社団法人 全国子ども会連合会 

下野新聞社 ／ ㈱とちぎテレビ ／ テレビ小山放送㈱ 

 

協 力  小山市スポーツ推進委員協議会 

白鷗大学 ／ 中央医療福祉専門学校 

栃木県／埼玉県／群馬県／茨城県ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会 

栃木県ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ協会／小山市ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ協会 

 

特別協賛 【１ 社】 

協 賛  【数 社】 

 

表 彰  各部門 1位から 3位まで 

 

 

【本大会の位置付けについて】 

本大会は、過去数年にわたり継続的におこなわれています「0000年おやまスポーツ・ 

レクリエーションフェア」の 2015年メイン・イベントに位置付けられています。 

 

よって大会当日、同体育館内別施設でニュースポーツ体験コーナーが運営されています。 

体験参加は無料にて、試合の空き時間にご参加いただければ幸いです。 
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【実施競技概要】 

●ディスクドッヂ競技 

募集数  ： １）小学年部門(1～6年)  32チーム 4チーム×8リーグ 

           各上位チームによる決勝トーナメント戦 (1位～4位まで決定) 

 

２）中学生部門(中学 1～3年) 12チーム 3チーム×4リーグ 

  各上位チームによる決勝トーナメント戦 (1位～4位まで決定) 

 

３）オープン部門（年齢不問） 16チーム 4チーム×4リーグ 

各上位チームによる決勝トーナメント戦 (1位～4位まで決定) 

 

競技方法 ： 日本ドッヂビー協会 公式ルールにて 

１）２）は 13名、３）は 10名でゲームをおこないます。 

1試合各 3分 30秒の前・後半 

予選 ＝ リーグ戦、勝点制（引分けあり） 

決勝 ＝ 予選リーグ各上位チームによるトーナメント戦 

●ゴールドッヂ競技 

募集数  ： ４）オープン部門（年齢不問） 12チーム 3チーム×4リーグ 

         ＜基本的に中学生以上を推奨、チーム責任での小学生参加は可能＞ 

各上位チームによる決勝トーナメント戦 (1位～4位まで決定) 

 

競技方法 ： 日本ドッヂビー協会 公式ルールにて 5名でゲームをおこないます。 

1試合各 7分の前・後半 

予選 ＝ リーグ戦、勝点制（引分けあり） 

決勝 ＝ 予選リーグ各上位チームによるトーナメント戦 

※衝突等、安全確保のため、全部門、未就学児のご参加はご遠慮ください。 

●ドッヂディスタンス記録会 

 ディスクドッヂ／ゴールドッヂ競技の募集〆切後、会場事情の都合が付く場合、 

  参加各チームより選抜したメンバーによる記録会を予定していますが、予告なく、 

  実施形態の変更があり得ます。また、参加チーム数によっては実施自体ができない 

場合がありますので予めご了承ください。 
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【お申込みについて】 

※共催者である小山市により本大会の会場確保がなされておりますことから、 

小・中学生部門であらかじめ小山市内のチームによる優先出場枠の設定が 

ございますので、ご了承ください。 

 

※ＤＢＪＡではすべての出場希望チームに漏れなくご参加いただけるよう努力をおこなう

ことを基本方針としております。 

【実施競技概要】の各競技方法はあくまでも募集時点での予定であり、参加希望チーム

数によっては、基本方針に則り予告なく変更することがあります。予めご了承ください。 

 

◆小山市出場枠について 

出場枠の対象部門は１）小学生、２）中学生部門のみ、３）４）の枠設定はありません。 

１）小学生、２）中学生の枠数は本紙想定募集数の５０％を上限とします。 

市内チームからの申込みが 

●上限に満たない場合、一般チーム枠として開放します。 

●上限を超えた場合、一般枠に空きがある場合、到着順に受付いたします。 

 

※市内チームは優先枠となりますことから、一般チームの〆切日よりも早い〆切を設定 

させていただきますので、予めご了承ください。 

 

 

◆小山市内チームの申込方法 

  小山市教育委員会 事務局 生涯スポーツ課 体育振興係宛てにお申込みください。 

  詳細については、直接、下記へお問い合わせください。 

 

申込〆切： 平成２７年７月１７日（金曜日） 

 

申込先 ： 小山市教育委員会 事務局 生涯スポーツ課 スポーツ立市 体育振興係  

住 所 ： 〒323-0024 栃木県小山市外城 371-1 

Ｔｅｌ ：  0285-21-2695 

Ｆａｘ ：   0285-21-2697 

ｍａｉｌ：  d-taiku@city.oyama.tochigi.jp 

 担当者 ：   松本 美涼 



6 

 

◆一般チームの申込方法 

  日本ドッヂビー協会事務局アドレス宛にｅメールにて申込書を漏れなく記入のうえ、 

添付ファイルにてお送りください。 

 

※今大会は部門によっては募集枠以上のお申込みが想定されます。 

  前記の通り最大努力をいたしますが競技方法による調整でも枠を超える場合には 

  会場キャパシティの関係で先着申込みチームを優先することがあり得ます。 

  よって順序を明確に把握するため、ｅメールによる着信のみとさせていただきます。 

 

申込〆切： 平成２７年８月２５日（火曜日） 

 

申込先 ： 日本ドッヂビー協会事務局  

住 所 ： 〒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 

担当者 ：  稲垣 敬雄 

 

【参加料】（税込／傷害保険加入料含む） 

■ 小・中学生   ＝ ＠1,000円 

■ 一般（中学卒業以上） ＝ ＠2,000円 

  

※参加部門に関係なく、対象属性ごと おひとり当たりの金額です。 

 

 

【想定来場数】 

＜大会参加者＞      （全 72チーム）約 1,000人 

➊ディスクドッヂ競技参加者(60チーム＝ 1チーム 15名計算）  900人 

➋ゴールドッヂ競技参加者(12チーム＝ 1チーム 8～9名計算）  100人 

 

＜大会関係者／観戦者＞             約 700人 

➌同伴保護者等              200人 

➍観戦・応援者        400人 

➎スタッフ・関係者(来賓・報道など)     100人 

       総合計 1,700人 

mailto:support@dbja.jp
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【会場までの交通のご案内】 

栃木県立県南体育館の最寄駅はＪＲ小山駅となります。 

駅からは徒歩で約 30分、車で 10分ほどかかります。 

駅からの路線バスはございますが本数が少ない状況です。 

 

駐車場は充分にございますので、車でのご来場をお勧めいたします。 

最寄の高速道ＩＣは東北道 佐野藤岡ＩＣで体育館までは約 20分となります。 

 

【都内近郊よりご参加の方へ】 

今大会では都内より参加を希望されるチームが多数となることが想定されます。 

上記交通のご案内にあります状況を鑑み、都内ターミナル駅と大会の会場を往復します

チャーターバスをＤＢＪＡにより一括して手配をおこなって運行することを検討中です。 

以下、現状の想定をお知らせいたしますが、詳細は後日、協会ＨＰで告知いたします。 

●想定集合地 ： ＪＲ新宿駅 または 渋谷駅周辺 

 

●想定行程  ： 集合地から～首都高経由～東北道 佐野藤岡ＩＣ～体育館 

 

●想定時間  ： 往路 → ０７：００集合  ～ ０８：４５体育館着 

    復路 → １７：１５現地発 ～ １９：００過ぎ到着解散 

 

●想定費用  ： おひとり（大人／子ども一律）３，０００～４，０００円 

 

※引率・応援の方の同乗もＯＫですが、お申込みはチーム単位とする予定です。 

※お申込み人数（約５０名）によっては希望地での発着も検討します。 

 ※費用は現状での概算です。 

※状況によっては本企画自体を中止することがあり得ますので、予めご了承ください。 

 ご希望がある場合、ＤＢＪＡ事務局までご連絡ください。 

 

 

【本大会のお問い合わせは】 

日本ドッヂビー協会 ＤＢＪＡ 事務局 

住 所 ：〒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  担当者 ： 稲垣 敬雄（イナガキ タカオ） 

mailto:support@dbja.jp

