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【開催経緯と趣旨】 

 

今回で４回目の開催となりますドッヂビーフェスタ in成蹊学園は2013年の

秋、「東京国体デモスポ行事ドッヂビー調布大会」に成蹊小学校チームが出場し、

翌 2014 年には小学校正課のクラブが発足したことで学校関係者様から協会に

ドッヂビー指導についてのご相談をいただき、様々な会話の中でイベント開催

会場としての使用許可を頂戴したことがきっかけとなり、実現いたしました。 

 

過去を振り返りますと 2015 年度におこなった第１回は講習会とミニ大会を

セットでおこなうことで、ドッヂビーの初心者層へ向けたエントリーイベント

として、成蹊小学校体育館でコート１面により開催いたしました。 

 

2016 年、第２回は成蹊大学学園祭と同日開催となり、学園祭も同時に楽し

むとともに、フライングディスクの体験コーナーを設置して終日、どなたでも

楽しめる。という趣旨でコート４面を確保できる大学体育館で実施しましたが、

残念なことに当日、雨天となったことから体験コーナーは中止せざるをえず、

実質的にディスクドッヂ大会となりました。 

 

2017 年の第３回は前回と同様に大学体育館で実施、小学生低学年・高学年・

一般と３部門のディスクドッヂ大会をメインとして体育館内で時間を区切り、 

ドッヂビーのあらゆる種目を体験できるコーナーを付帯イベントとして設けて

多くの参加者にお集りいただきました。 

 

さて、4 回目となる今回は初心に戻って【講習】と【体験】を中心に据え、

全体にフェスタ色を出してドッヂビー初心者層の方々へ向けた内容でおこない

たいと考えています。参加申込者様には終日通してディスクでいろいろな種目

を楽しんでいただくことを基本に、保護者様をはじめ大人の皆様には基礎的な

ノウハウの提供ができる場にしたいと思っています。 

 

各地域に根付いた普及促進を実現させるにはドッヂビーの基礎を教えられる

大人の方を増やすこと、その機会づくりが協会の使命であると考えております。 

 

関係各位には趣旨、御理解の上、何卒ご協力を賜りたく、お願い申し上げます。 

 

一般社団法人日本ドッヂビー協会 

代表理事 稲垣 敬雄 
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【開催概要】 

名 称  第 4回 ドッヂビーフェスタ in成蹊学園 

日 時  201８年 1２月２２日（土曜日） 9：00～17：00 

場 所  成蹊学園 大学体育館／大学小体育館／小学校体育館 

   〒180-8633 武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1 

 

主 催  一般社団法人日本ドッヂビー協会 

後 援    武蔵野市教育委員会（予定） 

協 力  成蹊学園 

株式会社バンダイナムコエンターテインメント 

 

協 賛  京王電鉄株式会社 

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 

 

【参加募集概要】 

申込み  ・4人 1組での受付を基本とします。 

・4人の構成は年齢性別、不問ですが未就学児の場合、 

保護者様同伴の責任においてのご参加が条件となります。 

  ・ファミリーでのご参加を歓迎・推奨いたします。 

３人や５人家族などでのご参加希望の場合、ご相談ください。 

募集枠  ４８組 

参加料  4人合計金額 ＝ 1組あたり一式＠６,000円（税込） 

   （大会当日、受付でお支払いください） 

申込方法 専用申込書に記載して ➡ 別紙①【第４回フェスタ参加申込書】 

電子ﾒｰﾙまたは FAXにて『日本ドッヂビー協会事務局』まで 

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 

申込〆切  201８年 1２月 2日（日曜日）申込書到着 

 

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、本大会にご参加・来場する皆様には 

あらかじめ同意いただきます。 

mailto:support@dbja.jp
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【実施概要】 

―＜ＡＭ＞― は講習・体験的な要素を中心としたプログラムに、ご参加いただきます。 

 

１） 参加者全員が準備運動の一環としてのドッヂビーを使ったゲームをおこないます。 

 

２） ドッヂビーサーキット（投げる／捕る／当たらないように、かわす など） 

基礎的な動きをおこなう複数コーナーをサーキット形式で巡回体験します。 

 

３） ドッヂディスタンス（遠投）記録会をおこないます。 

最もわかりやすい！ できるだけ遠くへ投げる、その飛距離を記録します。 

 

―＜ＰＭ＞― はＡＭの結果に基づき、チームを構成してゲームに、ご参加いただきます。 

 

４） サークルドッヂ（ＮｅｗＧａｍｅ）の体験大会をおこないます。 

新規開発！ 円形フィールドでの中当てゲームです。 

 

５） ディスクドッヂの体験大会をおこないます。 

最もポピュラーなドッジゲーム！ 本イベント独自規定でおこないます。 

 

―＜教え方を知りたい大人の方、観戦来場した保護者様へ向けた企画＞― 

 

６） ドッヂビー指導者資格（キッズリーダー）講習会を同日・同所で開催します。 

 

【各プログラム要項】 

※下記、１）～５）の要項は全て募集段階の予定となります。募集〆切後の参加 

組数によって、より楽しめる内容に改良、変更することがあります。 

 

対戦形式ならびに集計方法、表彰対象など、詳細の決定は申込み代表者様へ 

お送りする最終案内での発表となります。あらかじめ、ご了承ください。 

 

－＜ＡＭ＞－プログラムー 

１）準備運動／練習 要項 ―――――――――――― 

・準備運動として①ドッヂビー・オニごっこ、②投上げ拍手、その他をおこないます。 

・実施ルールなどは当日、ご説明いたします。 

・会場は大学体育館／大学小体育館に分かれて実施することがあり得ます。 

・成績の集計はありません。 
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２）ドッヂビーサーキット 要項 ――――――――――― 

    ・下記①～④を設置しますので各組毎に各コーナーを巡回体験してください。 

① ドッヂビー・ディスゲッター９ ～ (正確に強く、投げる) 

② ドッヂビー・キャッチ  ～ （落とさないように、捕る） 

③ ドッヂビー・ドッジ  ～ （当たらないように、かわす） 

④ ドッヂビー・パス   ～ （正確に捕り易く、投げる） 

・その成績を組ごとに集計します。 

 

３）ドッヂディスタンス記録会 要項 ―――――――― 

ディスク  ／ ドッヂビーミカサモデル２３０を使用します。 

実施人数 ／ 各組４名が公式ルールに則って、同時にスローします。 

計測方法 ／ ４名が投げた内、最高記録と最低記録を計測します。 

その平均値を組の記録として集計します。 

 

－＜ＡＭ＞－ 終了時 

◎ＡＭで実施したプログラム２）および３）を合計した各組の成績を集計します。 

◎集計した結果を基に主催者によって、２組を１チームに組合せて、当日発表と 

    なります即席チームを構成させていただきます。 

◎ＰＭのプログラムは４８組➡２４(予定)のチームによって、対戦していただきます。 

※２チームの組合せについて、指定や希望はお受けできません。 

すべての組を主催者が当日、組合せますので、あらかじめご了承ください。 

 

－＜ＰＭ＞－プログラム－ 

４）サークルドッヂ大会 要項 ――――――――――― 

●ルールは別紙をご参照ください。   ②【サークルドッヂ～ルール ver1.０（festa）】 

 

ディスク  ／ バンダイナムコオリジナル・ドッヂビー２７０を使用します。 

フィールド ／ 7 メートルの円形フィールドでおこないます。 

 

対戦人数 ／ 試合は４名でおこないます。 

試合毎、ならびに試合の前・後半での選手交代は可能です。 

 

対戦形式 ／ １試合は前・後半各２分、ハーフタイム１分（ルール通り） 

２４チームが３チーム×８リーグに分かれておこないます。 

※各チームが２試合をおこないますので、２組で話し合って 

出場をお願いたします。 
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５）ディスクドッヂ大会 要項 ――――――――――― 

●基本的に公式ルールでおこないますが、本イベント独自の規定を採用いたします。 

 

ディスク  ／ ドッヂビーミカサモデル２５０を使用します。 

フィールド ／ １６×８メートルの特設コートでおこないます。 

 

対戦人数 ／ 試合は８名でおこないます。 

      ※ゲーム開始時、外野人数は 3名、と規定します。 

 

対戦形式 ／ １試合は 5分 1本通し 

２４チームが３チーム×８リーグに分かれて予選をおこないます。 

➡ 大学大体育館３コートで同時進行 

各リーグ１位のみ、トーナメント戦へ進出します。 

➡ 大学大体育館２コートで同時進行 

 

―＜大人の方へ向けた企画＞― 

６）指導者資格（キッズリーダー）講習会 概要 ―――― 

・日本ドッヂビー協会の専任講師によるドッヂビーの基礎的な指導者向け講習です。 

・基礎的な指導法を学んだ証として、認定指導者資格証が発行されます。 

・今回はフェスタの一環として開催のため、通常開催より安価な設定となっています。 

・事前にお申込みをいただいた方を優先する講習です。 

※開催要件として、事前申込みが１０名以上となった場合に開催します。 

誠に恐縮ですが１０名未満となり、今回の開催がなくなった場合、事前お申込みを頂戴

しました方には別途、後日、ＫＬ講習会の開催が決定次第、ご連絡を差し上げます。 

 

開催が確定した場合、来場した保護者様の当日参加も受付ける予定ですが、 

ご興味のある保護者の方はぜひ、この機会に事前申込みをいただければ幸いです。 

 

開催場所 ： 成蹊学園内 成蹊小学校体育館 ※１）～３）の実施会場と異なります。 

開始時間 ： 開始１０：３０ ～ １3：00終了予定 

受講費用 ： 今大会特価＠2,000円 （キッズリーダー証発行料＠500円含む） 

事前お申込みの場合、傷害保険に加入し、保険料も含まれます。 

当日参加の場合、傷害保険は適用されませんのでご了承ください。 

 

●その他、詳細は別紙を参照してください。 ③【FESTA-ＫＬ講習会要項申込書】 
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―＜その他 付帯事項＞― 

【デモンストレーション・ゲーム】 

  昼の一斉休憩時間に「ゴールドッヂ」のデモンストレーション・ゲームを予定します。 

 

対戦は過去、ＤＢＪＡ主催ゴールドッヂ大会に出場いただいた選手の中から選抜した 

  メンバーで構成される＜東京選抜対抗戦＞を予定しています。 

 

  デモ終了後、簡易な形式となりますが「ゴールドッヂ」の体験ゲーム兼講習会を参加

者様ならびに観戦来場者様を対象に実施する予定です。 

 

※ デモンストレーションにつきましては、事前準備の都合、また当日の進行状況など

諸事情により予告なく、短縮および中止となることがあり得ます。ご了承ください。 

 

【グッズ・アウトレット販売コーナー】 

協会が所有する中古ならびにデッドストックの備品や過去、大会で作成した参加賞等、

通常販売されることのないドッヂビー関連用品を倉庫整理の特別な価格で大放出！！！

サイズや数量はあるもの限り、ではありますが・・・掘り出しものが？ あるかも？ 

 

【ドッヂビーメーカー直販コーナー】 

ドッヂビー製造メーカーが販売コーナーを特設します！ 

メーカーならではのドッヂビー関連商品が勢揃い 

 

【当日ご来場の皆様へ】 

会場は体育館です。 

また、今回は複数会場を使用しますので、参加者ならびに観戦者様も含めた全ての 

当日来場者様には、必ず出入りの際に体育館用シューズへの履替えをくれぐれも 

お願いいたします。 

 

また下足箱がありませんので各自、脱いだ靴を収納する袋を必ずご持参ください。 

 

【実施会場と全体想定スケジュール】 

●当日の予定実施会場と想定ケジュールの詳細は別紙を参照してください。 

④【４ｔｈフェスタ～タイムスケジュール】 

 

●会場案内図は、次ページをご参照ください。 
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【学園内図】 実施会場 
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実施会場／販売 

／大会運営本部 

AM／２）３）実施会場 

ＰＭ／４）５）練習場 

６）ＫＬ講習会会場 


