
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５回ドッヂビーコンペティション 

北関東大会 2015 

最終のご案内 

 
 

 

 

 

 

お問合せは 日本ドッヂビー協会まで TEL：03－3264－3626 

FAX：03－3264－3627 

                 mail：support@dbja.jp 

 

前日および当日の緊急連絡先 

090-3310-0395 稲垣 敬雄 

 

 

 

この度は当大会への参加申込みをいただき、誠にありがとうございます。 

つきましては以下の通り、最終のご案内を差し上げますので、 

ご熟読のうえ御参集いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

当日、お会いできることを楽しみにしております。 

mailto:support@dbja.jp
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１．【大会概要】 

名  称 ―2015 おやまスポーツ・レクリエーションフェア メイン事業― 

第 5回ドッヂビーコンペティション 北関東大会 2015 

 

日  程 平成 27 年 10月 3日 土曜日 

 

会  場   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 

 

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 ／株式会社とちぎテレビ ／ テレビ小山放送 

埼玉県／茨城県ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会 

栃木県／小山市ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ協会 

 

協  力 小山市スポーツ推進委員協議会 

白鷗大学 ／ 中央福祉医療専門学校 

  栃木県ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会 

 

特別協賛 文化シヤッター株式会社   

 

協  賛 日本テトラパック株式会社 ／ 株式会社ヒーロー 

 

 

部門/資格 すべて性別は不問 

   ➊ディスクドッヂ 小学生部門  ／小学生 

➋ディスクドッヂ 中学生部門  ／中学生 

➌ディスクドッヂ オープン部門  ／年齢不問 

  ➍ゴールドッヂ部門          ／中学生以上 
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２．【表彰／副賞 および参加賞】 

表  彰    各部門、優勝／準優勝／３位のチームへ対して以下が授与されます。 

・共催者である小山市より、表彰状、表彰盾。 

・特別協賛社である文化シヤッター㈱よりオリジナル・ドッヂビー270。 

 

参 加 賞 すべての参加者（選手申込者）に対して以下が各 1づつ、贈呈されます。 

・文化シヤッター㈱ご提供 ＝ マウスパッド 

・日本テトラパック㈱ご提供 ＝ エコ・ドッヂビー270 

３．【参加チーム一覧】 全４７チーム  ６３３名 

➊小学生部門 ２３チーム 部門計３２７人 

1 東京都 荒川区  Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ   13 

2 東京都 荒川区  ウエストシックス   18 

3 東京都 足立区  ＮＤＣそげキング   13 

4 東京都 荒川区  ビクティニーズ    15 

5 東京都 荒川区  ビクティニーズＭＡＸ   15 

6 東京都 武蔵野市 Ｍ．Ｄ．Ｃ    17 

7 栃木県 那須塩原市 チャンピオンＤＳ-Ａ   17 

8 栃木県 小山市  小山第一小学校    15 

9 栃木県 小山市  小山第二小学校    15 

10 栃木県 小山市  旭小学校Ａ    12 

11 栃木県 小山市  旭小学校Ｂ    12 

12 栃木県 小山市  大谷東小学校Ａ    12 

13 栃木県 小山市  大谷東小学校Ｂ    11 

14 栃木県 小山市  大谷北小学校    19 

15 栃木県 小山市  豊田南小学校Ａ    13 

16 栃木県 小山市  豊田南小学校Ｂ    13 

17 栃木県 小山市  豊田北小学校    18 

18 栃木県 小山市  羽川西小学校Ａ    13 

19 栃木県 小山市  羽川西小学校Ｂ    13 

20 栃木県 小山市  梁小学校Ａ    13 

21 栃木県 小山市  梁小学校Ｂ    11 

22 栃木県 小山市  小学校２校合同チーム   14 

23 栃木県 小山市  小学校７校合同チーム   15 
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➋中学生部門 ４チーム 部門計１９２人 

1 栃木県 宇都宮市 ビッグバン桜    13 

2 東京都 調布市  Bee Star    12 

3 台湾 台北市  ST.IGNATIUS HIGHSCHOOL   20 

4 栃木県 小山市  小山中学校水泳部   16 

5 栃木県 小山市  小山第二中学校剣道部・サッカー部Ａ 14 

6 栃木県 小山市  小山第二中学校剣道部・サッカー部Ｂ 15 

7 栃木県 小山市  小山第三中学校卓球部   14 

8 栃木県 小山市  小山城南中学校サッカー部２年  11 

9 栃木県 小山市  小山城南中学校サッカー部１年  12 

10 栃木県 小山市  乙女中学校男子バスケットボール部Ａ 13 

11 栃木県 小山市  乙女中学校男子バスケットボール部Ｂ 14 

12 栃木県 小山市  間々田中学校紅組   13 

13 栃木県 小山市  間々田中学校白組   12 

14 栃木県 小山市  桑中学校ソフトボール部   14 

 

 

➌オープン部門 ５チーム 部門計７６人  計 大人 小人 

1 東京都 北区  ＴＴＶ   18  9  9 

2 東京都 足立区  ＮＤＣベックマン 11  8  3 

3 台湾 台北市  YEN CHOU CHURCH Chinese 17 17  0 

4 東京都 港区  Hero＆CHUMSディスク部 12  9  3 

5 栃木県 小山市  文化シヤッタ－小山工場 13 13  0 

 

 

➍ゴールドッヂ部門 ５チーム 部門計３８人  計 大人 小人 

1 東京都 武蔵野市 （中学生／一般）Ｍ．Ｄ．Ｃ   6     3  3 

2 栃木県 小山市  (高校生)じょうなんＬＤＫ      7  7  0 

3 神奈川県川崎市  （大学生）個性ばんばんざい！！  8  8  0 

4 台湾   台北市  (中学生)ST.IGNATIUS HIGHSCHOOL 10  0 10 

5  栃木県 小山市 （大学生）白鷗大学               7  7  0 

 

 

※ 招待チームについて 

本大会は日本ドッヂビー協会により台湾チームを招待チームとさせていただきました。 
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４．【参加料とお支払方法】ＤＢＪＡで受付けたチーム対象 

参加料   小・中学生     ＝ ＠1,000 円 

一般（中学卒業以上） ＝ ＠2,000 円 

  ・金額は➊～➍各出場部門にかかわらず、参加者様各々の対象年齢による 

一人当たりの金額です。(傷害保険加入費用を含みます) 

確定参加料 9月 25 日（金曜日）時点で協会が把握しています人数を以って各チーム 

  の参加料金額を確定とさせていただきます。 

※【各チーム確定参加料】は協会ホームページにてご確認ください。 

お支払方法 大会当日の朝、受付にてチーム代表者の方がチーム単位であらかじめ、 

まとめていただきましてお支払ください。恐縮ですが、お釣銭の用意は

ございません。あらかじめ【確定参加料】金額の現金をご準備ください。 

＜補 足＞ 

●9月 25 日（金曜日）以降、メンバーが減少した場合。 

（体調不良、やむを得ない事情等で当日、欠席となるメンバーが出た場合など） 

各チームの参加料金額は既に 9月 25日に確定とさせていただきましたので、参加料は 

確定額を頂戴いたしますが、参加賞は確定参加料に相当する人数分をチーム代表者の方 

にお渡しいたします。また、事前に欠席が判明したメンバーの代わりとして、今までに 

エントリーしていない方を補充することは次項【編成と登録】に合致している前提で 

容認いたします。（補充は必ずおこなう必要はございません） 

その変更内容の申告は、協会へあらかじめご連絡をいただく必要はありません。 

当日、受付にて変更したメンバー表を提出していただくことで承ります。 

●9月 25 日（金曜日）以降、さらにメンバーを追加する場合。 

 できるだけ、多くの方に楽しんでいただきたい趣旨に基づき、すべて、承ります。 

その変更内容の申告は、協会へあらかじめご連絡をいただく必要はありません。 

当日、受付にて変更したメンバー表を提出していただくことで承ります。 

 ただし、参加賞をお渡しできる保証は致しかねます。（事前に〆切った時点での数量で 

手配する関係から）なおかつ、参加料は追加人数分を追加徴収させていただきます。 

※当日、確定参加料と実際参加料の金額に差異ある場合、受付の順序が最後と

なり、長時間お待ちいただくことがあり得ますので、ご了承ください。 
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５．【チーム編成と登録】 

➊【ディスクドッヂ】小学生部門 

  ・小学生以外は一切、出場できません。 

・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、出場可能とします。 

※各チーム引率者の人数は基本的に 1チーム 2名とします。 

 

➋【ディスクドッヂ】中学生部門 

・基本は中学生としますが若干名ならば、小学生の出場を認めます。 

 中学卒業以上の方は一切、出場できません。 

・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、出場可能とします。 

※各チーム引率者の人数は基本的に 1チーム 2名とします。 

 

➌【ディスクドッヂ】オープン部門 

・年齢不問 

・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、出場可能とします。 

※各チーム引率者の登録はありません。 

 

➍【ゴールドッヂ】部門 

・基本原則として中学生以上 

・ゲームのフィールドプレーヤーは 1チーム 4名。 

・チームの人数が 4名に満たない場合、出場できません。 

・協会公認ルールでは 1チーム 12名までとなっていますが、 

本大会ではチーム登録人数の制限は撤廃します。 

※各チーム引率者の登録はありません。 

 

●【全部門共通事項】 

  ※性別はすべてにおいて、不問です。 

※衝突等安全確保のため、未就学児の参加はできません。 

※本大会におけるチーム登録人数の上限はありません。 
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６．【競技方法】 

➊ディスクドッヂ 小学生部門 ２３チーム 

試合時間 ： １試合３分を前・後半２セット 

 

予 選  ： ５-５-５-４-４チームで構成した５つのリーグで総当たり戦 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ： 予選５チームのリーグ → 上位２チーム、 

予選４チームのリーグ → 上位１チーム、計８チームが進出。 

 

➋ディスクドッヂ 中学生部門 １４チーム 

試合時間 ： １試合３分を前・後半２セット 

 

予 選  ： ４－４－３－３チームで構成した４つのリーグで総当たり戦 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ： 各予選リーグ上位２チーム、計８チームが進出。 

 

➊小学生の４チームリーグ／➋中学生の３チームリーグのフレンドマッチ 

リーグ戦段階で敗退したチーム同士による交流ゲームをおこないます。 

 

➌ディスクドッヂ オープン部門 ５チーム 

試合時間 ： １試合３分を前・後半２セット 

 

予 選  ： ５チームで構成した総当たりリーグ戦です。 

順位決定戦： ①予選リーグの３位と４位が３位決定戦をおこないます。 

②予選リーグ１位と２位が決勝戦をおこないます。 

 

➍ゴールドッヂ部門   ５チーム 

試合時間 ： １試合８分、前後半２セット ハーフタイム２分 

 

予 選  ： ５チームで構成した総当たりリーグ戦です。 

順位決定戦： ①予選リーグの３位と４位が３位決定戦をおこないます。 

②予選リーグ１位と２位が決勝戦をおこないます。 

●全部門共通 

※組み合わせおよびタイムスケジュールは別紙（協会ホームページ）を参照してください。 

・予選リーグ戦は勝ち点制を採用しますので、引き分けがあります。 

・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄおよび順位決定戦が同点の場合、ＰＴ戦で勝敗を決します。 

・決勝戦が同点の場合、すべて延長戦をおこない、勝敗を決します。 
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７．【本大会ルール】 

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。 

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。 

●ディスクドッヂのスロー規制について 

 ディスクドッヂ競技は全ての部門において小学生推奨「縦投げ禁止」を採用します。 

 

●使用ディスク 

 ＤＢＪＡオリジナル・ドッヂビー270（エコ・ドッヂビー仕様）を全試合において 

使用します。その他、競技関係備品はすべてＤＢＪＡが用意いたします。 

 

●審判団 

 ＜ディスクドッヂ＞ 主審＝１名、副審＝１名、線審＝２名、記録員＝１名の５名 

 ＜ゴールドッヂ＞  主審＝１名、副審＝１名、記録員＝１名の３名 

 

●審判員 

・審判は協会認定資格者を中心に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。 

 

●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、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。 

 

●リーグ戦の順位決定 

本競技会の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。 
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８．【競技運営 諸注意事項】 

●対戦組み合わせの決定などについて 

試合タイムスケジュールおよび各部門のリーグ対戦／ﾄｰﾅﾒﾝﾄ対戦の方式は主催者である、

日本ドッヂビー協会が大会の全体スケジュールを勘案したうえで決定しました。 

また、対戦組み合わ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。 

全体タイムスケジュール表は当日配布しますプログラム（コピー）に掲載いたしますが 

ＤＢＪＡ公式ホームページにも掲出しますので、予めプリントアウトをお勧めします。 

 

●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、結果を記入いたします。 

 

●チーム招集 

次にゲームをおこなうチームは直前試合中にアリーナ入り口周辺の招集エリアに集合 

してください。開始予定時間にチーム不在の場合、0vs12のスコアで敗者として扱います。 

 

●選手のウェア ／ シューズ 

・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、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を着用していただきます。 

・シューズは内履き（体育館用）を必ずご用意ください。 

 

●練習会場 

 ・大会当日の練習、ウォーミングアップは２Ｆ剣道場(シューズ可)を使用してください。 

 ・あくまでも試合前の練習およびウォーミングアップ会場ですので試合前チームを優先

に譲り合っての使用をお願いします。また長時間居続け、遊ぶなどはご容赦ください。 

・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。あらかじめ、ご了解ください。 

・会場施設内その他スペース（廊下など）でディスクを投げることは厳禁となります。 

 ・練習会場に居続けて遊ぶような行為や以外の場所でディスクを投げた場合、 

主催者判断で所属するチームが失格となることもあり得ますのでご注意ください。 
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●小学生／中学生部門の引率 

 ・両部門は、受付時に１チームにつき２枚お渡しするＩＤを所持した２名のみ、 

引率者がベンチ（アリーナ内）へ入れます。 

・試合ごとに複数の方がＩＤを持ち回ることは可能です。 

・ＩＤを所持した方の写真撮影はベンチサイドにおいては可能ですがベンチサイド以外 

のスペースでの撮影および立ち入りはご遠慮ください。 

※その他部門の引率者の設定はありません。あらかじめご了承ください。 

 ※ＩＤを持たない方はアリーナへの入場はできません。ご了承ください。 

９．【チーム控スペースと観戦について】 

各チ―ムの控スペース／荷物置場はメインアリーナ観客席をご利用ください。 

充分なスペース（1460席）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 

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。 

 

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。 

各自で厳重に管理いただきますよう、お願いいたします。 

 

観戦来場者の方へ 

 ・観戦はメインアリーナ観客席でお願いします。 

・メインアリーナ観客席の入場は無料です。 

・観戦来場者はメイン・サブ両アリーナ面への立ち入りはできません。 

10．【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各チームより１名にご参加いただきます。 

当日、受付で配布する記録証および登録書に代表者の方は試技者を選抜してご記入の 

うえ、両証書を持参して実施時間中、参加部門の試合空き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 ： メインアリーナ 

実施時間 ： １２：５０～１３：４０ 

試技方法 ： ひとり１分以内に３投して、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、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 
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11．【全体タイムスケジュール】 

 

8：40 ～ 9：20 参加チーム受付 

(チーム代表者の方は受付をお願いします) 

 

＜１Ｆロビー メインアリーナ前に受付を設置します＞ 

 

   練習場は 9：00から入場可能となります。 

 

9：30 ～ 10：00 開会式 

全選手／引率者はメインアリーナに整列を願います。 

 

10：12 ～ 12：48 予選リーグ対戦 

（10：12 第 1試合スローオフ） 

 

試合の空き時間を見計らい、所定の場所にて 

各チームごとのご判断で昼食をおとりください。 

 

12：50 ～ 13：40 付帯イベント ＜ドッヂディスタンス記録会＞ 

   （この時間帯メインアリーナの競技はすべて休止となります） 

 

13：48 ～ 14：36 予選リーグ対戦 再開 

 

14：36 ～ 16：24 決勝トーナメント対戦 ／ 順位決定対戦 

 

16：30  ～  表 彰・閉会式 

選手およびご希望の方メインアリーナに整列を願います。 

※表彰／閉会式はどなたでもメインアリーナに入れます。 

 

17：00 (予定)  解 散 
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12．【諸注意事項】 

●会場関係 

・メイン／サブともにアリーナでの飲食は禁止です。（指定の場所でお願いいたします） 

・更衣室は体育館内１Ｆに男女共にご用意があります。 

◆ここでしか購入できないドッヂビーグッズの特設売店が㈱ヒーローにより設置されます。 

 

●飲食関係 

・メインアリーナ観客席でお願いいたします。 

・持ち込まれましたゴミは各自、必ずお持ち帰り下さいますよう、お願いいたします。 

 

●雨天時について 

・本大会すべての試合は、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。 

・公共交通機関がストップするなどが予想されるような荒天時には、主催者より前日に 

チーム代表者の方へご連絡を差し上げます。 

 

●安全管理 

・大会期間中、けが等の対応は薬箱による応急処置程度までとなりますので、あらかじめ 

ご承知おきください。 

 

・大会参加者全員について傷害保険に加入しております。 

 傷害保険は大会の日帰り往復時もカバーしております。 

 傷害保険の保障内容は下記の通りです。 

通院：1,000円 

入院：2,000円 

死亡、後遺障害：2,000,000円 

 

●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、あらかじめご確認ください。 

 

●駐車場について 

会場である県南体育館は小山総合運動公園内にあり、運動公園の駐車場は普通車で 

1000台以上のキャパシティがあり、全区画が無料となります。 
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13. 【県南体育館 交通案内】 

  

●東北自動車道 

 佐野藤岡ＩＣから 

車で約３０分 

 

 

 

 

 

 

 

★チャーターバスでの 

来場について 

下記地図にあります南駐車場

を大会関係バス専用として 

押さえています。 

こちらへ駐車するよう運転手 

の方へお伝えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス専用Ｐ 

バス入口 
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14．【会場図】 

＜体育館１Ｆ 概略図＞ 

     ＜  １Ｆ⇔２Ｆ 選手移動＞ 

＜体育館２Ｆ 概略図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ＜  占有不可スペース＞ 

 

 

Ｇ５ 

コート 

招集 

入口（脱靴） 

招集 

練習会場 

第１コート 

 

Ｇ5 

コート 

第２コート 

 

Ｇ5 

コート 

第３コート 

 

Ｇ5 

コート 

第４コート 

 

Ｇ5 

コート 

本

部 

選手控・観戦 

選手控・観戦 


