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【開催趣旨】 

 日本ドッヂビー協会は現在、大会について大きな括りとして 4つに分類しており、今回開催 

いたします「広域ドッヂビーコンペティション」は通算で9回目となります広域なエリアを対象と 

した大会となります。 

 また、協会公認種目も現在のところ同数の４つを提唱していますが「広域ドッヂビーコンペテ

ィション」の広域には種目領域も含まれており、同一会場で複数種目をおこなうということも、 

その意味合いに含んだ名称となっています。 

 

さて、東京武道館を使用しての関東大会は昨年、一昨年と実績を重ねて今年度で３回目、

通算では４回目となりますが、複数種目をおこなうにあたり毎回いろいろな試みをおこなって 

きましたが、今大会の特色としてディスクドッヂをメイン種目といたしますが関東大会では初と

なる【Ｕｎｉｆｉｅｄ（障がい者も参加する）部門】を設定のうえ、参加チームを募集いたします。 

また、これも初となりますが【ドッヂディスタンス】の参加募集をディスクドッヂとは別途に設定

して、独立した大会として開催いたします。 

 

関係各位におかれましては、上記、趣旨御理解の上、ご支援およびご協力を賜りたく、 

何卒、宜し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 

【大会の概要】 

名 称  広域ドッヂビーコンペティション 第４回 関東大会２０１８ 

Kantoh DODGEBEE Competition 201８  

 

日 時  201９（平成 3１）年３月 24日（日曜日） 9：00～17：30 

 

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 

 

後 援    東京都 （予定／申請中） 

 

協 賛  文化シヤッター株式会社 

ワタミ株式会社 

株式会社ミカサ 

  東京キリンビバレッジサービス株式会社（予定） 

 

 



3 

【ディスクドッヂ競技 募集要項】 

１）小学生低学年部門  募集数：8チーム 

出場資格 小学校１～3年生 （４年生以上の出場は一切、認められません） 

申込要件 ・1チーム 13～20名までのチーム単位で申込み。 

・各チーム代表引率者 1名を登録してください。(別紙申込書に記入) 

競技方法 予選／４チーム×2 リーグ戦 

         決勝／予選上位 2チーム、計４チームのトーナメント戦 

 

２）小学校高学年部門  募集数：１6チーム 

出場資格 原則として小学校４～6年生 

メンバーが 13名に満たない場合、3年生以下の出場が可能です。 

申込要件 ・1チーム 13～20名までのチーム単位で申込み。 

・各チーム代表引率者 1名を登録してください。(別紙申込書に記入) 

競技方法 予選／４チーム×４リーグ戦 

         決勝／予選上位 2チーム、計８チームのトーナメント戦 

 

３）一般（オープン）部門  募集数：8チーム 

出場資格 中学生以上を推奨しますが、原則として年齢性別は不問です。 

未就学児はチーム内衝突など、安全のためご遠慮ください。 

申込要件 ・1チーム 10～20名までのチーム単位で申込み。 

・引率者の登録はありません。 

競技方法 予選／４チーム×2 リーグ戦 

         決勝／予選上位 2チーム、計４チームのトーナメント戦 

 

４）Ｕｎｉｆｉｅｄ部門   募集数：４チーム 

出場資格 障がいをおもちの方と、そのご家族や友人など介助・引率者もプレーヤーに 

  なり、一緒に楽しんでいただきたく、未就学児を除いて年齢・性別、ならびに 

障がいの種は一切不問です。 

申込要件 ・1チーム８～20名までのチーム単位で申込み。 

・各チーム代表引率者 1名を登録してください。(別紙申込書に記入) 

競技方法 予選／４チームのリーグ戦 

         決勝／４チームのトーナメント戦 

 

※上記、競技方法は現状の予定を記載しており、申込〆切後（参加チーム数確定後）に最終 

決定いたします。別紙、【タイムスケジュール表】も告知時点の予定です。ご了承ください。 

 

●部門の成立 

１）～４）すべての部門において、３チーム以上のエントリーがある場合、部門成立とします。 

３チーム以下の場合、別部門に組込むなどの措置をとることがありえますが、その場合は 

あらかじめ該当チーム代表者様へ主催者よりご相談の上、決定します。 
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●使用ディスク 

１）小学生低学年部門 

２）小学校高学年部門  ミカサモデル２５０を使用します。 

４）Ｕｎｉｆｉｅｄ部門  

 

３）一般（オープン）部門  ミカサモデル２７０を使用します。 

 

・・・早期申込キャンペーン・・・ 

１）２）４）の各部門については使用ディスクが２５０となる初の大会となりますので、特別企画

として早期にお申込みをいただいたチームを対象に【ミカサモデル２５０ディスク】（色不問）を

１枚プレゼントいたします。本企画は株式会社ミカサ様のご協賛により実施されます。 

■要件 ／ 【参加お申込み】欄を参照のうえ、１）２）４）各部門の申込書を 

201９(平成３１)年 2月 16日（土曜日）２３時５９分までに必着にて送信。 

※ ３）一般（オープン）部門は対象外となります。ご了承ください。 

■２／２０以降、株式会社ミカサより申込用紙記載の代表者様宛てに直送されます。 

 

●試合の人数 

１）小学生低学年部門 ／ 13名  

２）小学校高学年部門 ／ 13名 当日、諸事情により人数が規定に満たない場合、 

３）一般（オープン）部門 ／ 10名 不利を確認の上、対戦は可能とします。 

 

４）Ｕｎｉｆｉｅｄ部門  ／ ８～10名を想定。 

出場資格・申込要件や介助者の参加など、ならびに大会特別ルールなど詳細を定めた 

資料を別途、ご用意しますので主催者へお問い合わせください。 

 

●表彰（予定）  ディスクドッヂ各部門の【優 勝】／【準優勝】／【第三位】を表彰します。 

表彰副賞として 

・各部門の優勝チームにはメンバー全員に金メダルを贈呈します。 

  ・各部門の準優勝チームには表彰盾を贈呈します。 

  ・各部門の第三位チームには表彰トロフィーを贈呈します。 

  ※その他、大会協賛社様より副賞グッズが贈呈される予定です。 

 

●ディスクドッヂ参加費用  ＜一人あたり＞ 傷害保険加入費用を含みます。 

お支払いは当日、会場受付を予定しています。 

※１）２）３）部門の参加者は出場部門とは関係なく、個人対象で下記金額となります。 

・小学生   ＝ ＠1,000円 

・中学生   ＝ ＠1,５00円 

・一般（中学卒業以上） ＝ ＠2,000円 

 

・４）Ｕｎｉｆｉｅｄ部門の参加者は ＝ 一律＠500円 となります。 
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【ドッヂディスタンス競技 募集要項】 

▲競技方法 横幅２５メートルのフルサイトをクロス設営で２サイト準備する予定です。 

       日本ドッヂビー協会公式ルールに則り、試投をおこないます。 

※競技方法は申込〆切後（参加人数確定後）に最終決定いたします。 

 

▲部 門 小学生 男子 部門  アダルト／シニア 男子部門 

  小学生 女子 部門  アダルト／シニア 女子部門 

  中・高校生 男子部門  マスター  男子 部門 

  中・高校生 女子部門  マスター  女子 部門 

 

▲表 彰 各部門の優勝者を表彰します。表彰副賞として金メダルを贈呈します。 

 

▲出場資格 

➡ 小学生以上～ 

 

▲募集人数 

➡ １2０名 

 

▲申込要件 

・個人にてお申込み 

・小学６年生までの参加希望は保護者がお申込みのうえ、大会当日、基本的に保護者もしくは 

同伴者が必ず同行することをお申込みの条件といたします。 

・申込用紙記入欄に漏れがある場合、受付いたしません。 

 

▲希望者が募集数を超える場合 

①ドッヂディスタンスのみ、にエントリーされた方を最優先いたします。 

②ディスクドッヂへのエントリーメンバーが複数、ドッヂディスタンスにも申込まれたチームに 

おいては、代表者様に調整をお願いすることがあり得ますので、ご了承ください。 

 

※チャレンジドカテゴリについてはディスクドッヂ・Ｕｎｉｆｉｅｄ部門エントリーチームの中より 

参加希望者を対象として、別枠として開催する予定です。 

 

▲ドッヂディスタンス参加費用  ＜一人あたり＞ ＠５００円 

・お支払いは当日、会場受付を予定しています。 

・傷害保険の加入はございません。あらかじめ、ご了承ください。 

 

 

カテゴリの一覧、および現在の日本記録一覧は下記、協会ＨＰをご参照ください。 

http://www.dbja.jp/main/products/record-new.php 

― ディスクドッヂ大会にチームのメンバーとして参加する方へ ― 

チーム代表者による団体での複数人の一括申込みはできません。 

【ドッヂディスタンス記録会】への出場を希望する場合は別途、 

個人での申込みをしていただくことになりますので、ご注意ください。 

●チーム代表者が大会当日、複数の参加小学生の同伴者として 

同行することは可能です。代表者／保護者様の間で調整ください。 

http://www.dbja.jp/main/products/record-new.php
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【確認・注意事項】 

◆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、後日に大会関係各団体の目的の 

ために使用しますが、本大会に参加する皆様にはあらかじめ同意いただきます。 

 

■運営注意事項 

・対戦の組み合わせは参加申込〆切後、日本ドッヂビー協会により決定します。 

その対戦は試合当日に発表となることがあります。 

 

・できるだけ全メンバーが揃った背番号付きのウェアを着用してください。 

用意できない場合、ゲーム用ビブスは主催者で用意します。 

 

・ウェアの色について、黒とオレンジは審判および競技運営のスタッフが着用しますので、 

避けてください。これらの色のウェアを着用するチームは試合を担当する審判の判断により、

ビブスの着用を命じる場合、従っていただきます。 

 

・審判はドッヂビー協会資格取得者を中心に構成します。 

 

・その他、本大会の特別ルールを設定する場合があります。 

詳細はお申込みチーム宛に最終案内でお伝えします。 

 

■会場注意事項 

・会場は武道場のため、観客席も含め土足禁止ですので室内履きを必ず、ご持参ください。

(観戦来場者も同様です)守られない場合、チームを失格および退場とすることがあります。 

 

【想定来場者数】約 1,200名（予測値） 

ディスクドッヂ競技者 小学低学年部門 8チーム×15名 ＝120名 

小学高学年部門１６チーム×15名 ＝240名 

一般部門  8チーム×15名 ＝120名 

   Ｕｎｉｆｉｅｄ部門  4チーム×15名 ＝ 60名 

 

ドッヂディスタンス競技者      ＝1２0名 

 

同伴保護者／観戦・応援者     ＝500名 

スタッフ・関係者                 ＝ 80名 
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【参加お申込み】 

申込〆切 201９(平成３１)年 3月３日（日曜日）２３時５９分までに申込書 必着 

 

申込方法 別紙、【申込書】をもれなく記入のうえ、電子メールの添付にて送信ください。 

 

※申込用紙に記載するメールアドレスより、送信いただきますよう、お願いいたします。 

また、添付資料を受け取れる、ならびに着信拒否等のないアドレスより送信をお願いします。 

 

※お申込みをいただいた後、最終のご案内など、主催者からの連絡は基本的にｅメールにて 

おこないます。つきましてはメールアドレス入力ミスでの未送信等を防止するためにＦＡＸの 

お申込みはご容赦いただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

 

あて先  『日本ドッヂビー協会事務局』まで 

mail：support@dbja.jp 

 

【お問合せ】 

大会に関するご質問等は、メールまたはお電話にて承ります。 

mail：support@dbja.jp 

TEL：03-3264-3626 

※お電話でのお問い合わせは ➡ 平日（月～金）１1：0０～１８：００ 

 

 

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-46-302 
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