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【開催趣旨】 

 

日本ドッヂビー協会の主催大会は大きく４つに区分していますが本大会は、

広域コンペティションのカテゴリーで実施いたします。 

 

この基本概念は一つの県や市に限らず「広く」参加募集をおこない開催地で

のドッヂビー普及の促進と地域間による交流の促進を図るとともに、「広く」 

複数の種目を同日同所で開催するものです。 

 

全国で最も早くから普及が進んでいる愛知県、最も多くの競技人口を擁する

東京都の、中間地点の静岡県にて東海道と銘打った大会の開催は２回目となり、

想定される参加チームは過去実績から関東一円や関西からもあると思われます。 

 

内容面では【Unified:統合／統一】をテーマに静岡県内、特に浜松市内での

さらなる普及策として高齢者およびに障がい者の参加も充分に見込める新種目

(的抜きゲーム)を日本初の大会として実施し、その運営スタッフを浜松市内で

募集することで競技と運営、両面の理解促進を目指します。 

 

また、運営上の対応としては少人数での参加希望者への即席ブレンドチーム

のコーディネートをおこなうなどできるだけハードルを下げることに努めます。 

 

さらに本大会の基本は公式大会ですが、ドッヂビーの特長でもある「差を感

じにくい」という点を踏まえ外部企業・団体へ協力を要請してファミリーで参

加できる少人数の初級層向けゲームを別途、同時におこなうなど会場に来るだ

けでも楽しめる、あたかも「お祭り」のような空間演出を進めイベント全体と

して多くの方々に楽しんでいただける趣向を凝らしたいと考えています。 

 

関係各位におかれましては趣旨、御理解の上、本大会開催においてのご協力

を賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

一般社団日本ドッヂビー協会 

 

 代表理事 稲垣 敬雄 
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【大会概要】 

名 称  広域ドッヂビーコンペティション 第２回 東海道大会 2019 

2nd Tokaidoh DODGEBEE Competition 2019  

 

日 時  2019年（令和元年）6月 23日（日曜日） 9：00～17：30 

 

場 所  浜松アリーナ 〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町 808-1 

       TEL：053-461-1111 

 

主 催  一般社団法人日本ドッヂビー協会 

 

後 援    静岡県 

浜松市 （すべて申請予定） 

 

協 力  一般社団法人愛知県フライングディスク協会 

浜松市スポーツ推進委員連絡協議会 

  浜松市内社会福祉協議会 

 

静岡大学工学部／浜松学院大学／常葉大学／聖隷クリストファー大学 

     （すべて申請予定） 

 

協 賛  文化シヤッター株式会社 

  ワタミ株式会社 

その他※   太字はすべて(申請予定)となります。 

 

 

【想定来場数】        約１,６００人(概算) 

➊競技選手   800人 

 

➋同伴引率／観戦保護者等 400人 

 

➌スタッフ・関係者・来賓等 100人 

 

➍付帯イベント参加者  300人 
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【実施種目と募集一覧】１)～８)実施種目 

          試合人数   チーム最大人数   募集チーム数   想定人数 

ディスクドッヂ 

１）小学年低学年部門   13名  20名     ８チーム    120 

(1～３年) 

２）小学年高学年部門   13名  20名     16チーム    240 

(４～６年) 

３）一般部門    10名  20名     12チーム     180 

 (中学生以上) 

４）Unified部門     13名  不問     ４チーム    60 

（年齢不問／障がい者と関係者） 

 

ゴールドッヂ 

５）小学年部門   ５名  12名     ６チーム    60 

(２～６年） 

６）一般部門    ５名  12名     ６チーム    45 

 (中学生以上) 

 

７）ディスゲッタードッヂ)   ５名  不問     ８チーム    40 

（年齢・性別 一切不問） 

 

８）ドッヂディスタンス  個人     本大会１)～７)への参加チームより 

選抜する選手各１名～計＝６０名 

 

 ※重複エントリーについて 

 今大会では１）２）３）のディスクドッヂと５）６）のゴールドッヂにおいて同一人物 

 の重複エントリーを認めます。ただし、エントリー費用はそれぞれ別個に徴収します。 

 また試合の組合せが同一時間にダブる場合、自身でどちらかを選択していただきます。 

 

【ブレンドチームについて】 

《参加希望はあるが１チームには満たない少数名グループ》を協会が仲立ちしてチームと

して成立させる最大の努力をします。今大会では１）２）３）５）６）部門が対象です。 

チームとして出場する際、メンバーの顔合わせは大会当日となること、ならびに出場に 

ついての確実な約束はできない前提となりますことをあらかじめご了承ください。 

ご希望がある場合、くｅメール本文で参加希望の旨／人数／代表者連絡先と氏名を協会宛

に送ってください＞詳しくは日本ドッヂビー協会までお問合せください。 
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【 各種目 募集要項 】 

ディスクドッヂ 

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  ・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 １３人 vs１３人で対戦 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 

１３名に満たない場合および希望があれば３年生以下の出場は可能です。 

申込要件  ・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 １３人 vs１３人で対戦 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：１２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  ・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 １０人 vs１０人で対戦 予選／４チーム×３リーグ戦 

        決勝／予選リーグ各１位チームによる３チームのリーグ戦 

 

◆ １)～３)部門の試合形式 ～１試合は３分の前・後半。 

同点の場合 ➡ 予選／勝ち点制引分け 決勝／ＰＴ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、介助・引率者など日頃から 

一緒にいる皆さんとプレーヤーとして一緒に楽しんでいただきます。 

  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  ・１０～２０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 １３人 vs１３人(１３人以下)で対戦 

        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 
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ゴールドッヂ 

５）小学年部門 

募集数 ： ６チーム 

出場資格 原則として小学校２～６年生 

申込要件  ・６～１２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 ５人 vs５人で対戦 予選／３チーム×２リーグ戦 

        決勝／予選リーグの１位／２位／３位同士が対戦 

  試合形式 １試合は４分の前・後半。 同点 ➡ ＰＴ戦 

 

６）一般(オープン)部門 

募集数 ： ６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。 

申込要件  ・６～１２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 ５人 vs５人で対戦 予選／３チーム×２リーグ戦 

        決勝／予選リーグの１位／２位／３位同士が対戦 

  試合形式 １試合は７分の前・後半。 同点 ➡ ＰＴ戦 

 

 

７）ディスゲッタードッヂ 

募集数 ： ８チーム 

出場資格 年齢性別、一切不問です。 

申込要件  ４名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 ディスゲッタードッヂの２種目を同時進行で対戦 

  ８８『ハチはち』３人の団体戦 

６６『ロクろく』１人の個人戦 

 

予選 ～ ４チーム×２リーグで対戦 

＜チームの４人＝㋐／㋑／㋒／㋓とします＞ 

予選の選手構成 １試合目 ８８➡㋐／㋑／㋒  ６６➡㋓ 

    ２試合目 ８８➡㋐／㋑／㋓  ６６➡㋒ 

    ３試合目 ８８➡㋐／㋒／㋓  ６６➡㋑ 

 

決勝 ～ 各予選リーグの順位同士で対戦 

 （１位 vs１位）（２位 vs２位）（３位 vs３位）（４位 vs４位） 

決勝の選手構成      ８８➡㋑／㋒／㋓  ６６➡㋐ 
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８）ドッヂディスタンス 

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

  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。 

ただし上記のような事情から予告なく実施形態の変更、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得ますので、予めご了承ください。 

 

〇【募集要項】に記載された競技方法と試合形式、ならびに別紙【タイムスケジュール表】 

はすべて「募集」段階の予定です。 

〇最終の競技方法、スケジュールは申込〆切後(参加チーム数の確定後)に主催者により 

決定の上、最終案内でお知らせしますので、予めご了承ください。 

 

◆ 部門の成立 

１）から７）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、部門が成立するものといたします。 

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、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。 

 

◆ 使用ディスク 

１）ディスクドッヂ小学生低学年部門 

２）ディスクドッヂ小学生高学年部門  ミカサモデル２５０を使用します。 

４）ディスクドッヂＵｎｉｆｉｅｄ部門 

  ５）ゴールドッヂ小学生部門 

 

３）ディスクドッヂ一般(オープン)部門 ミカサモデル２７０を使用します。 

  ６）ゴールドッヂ一般(オープン)部門 

   

  ７）ミカサモデル２７０／２５０／２３０の３種類を使用します。 

  ８）ミカサモデル２７０／２５０／２３０から選手が自由に選択できます。 

 

◆ 表 彰（予定） 

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。 
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●大会参加費用 ＜一人あたりの金額です＞ 傷害保険加入費用、消費税を含みます。 

お支払いは当日、会場受付を予定しています。 

 

※出場部門とは関係なく、参加者個人の対象に基づく金額となります。 

・小学生    ＝ ＠1,000円 

・中学生    ＝ ＠1,500円 

・一般（中学卒業以上）  ＝ ＠2,000円 

 ・Ｕｎｉｆｉｅｄ部門 ４）参加者＝ 一律＠500 円 

 

【付帯イベント】 

残念ながら本概要／要項までに決定ができず申し訳ありません。 

協力企業様の主催または協力等による付帯イベントを実施すべく現在も交渉進行中です。 

想定する候補企画としては 

＃メインエントランス付近（プラザ）にて地元の飲食ブースや複数のアソビコーナー 

＃サブアリーナの半面を使用してドッヂビー初心者を対象とした体験参加型の新ゲーム

【サークルドッヂ】(４名１チーム)の実施など、 

※結果、実施されない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

【確認・注意事項】 

※確認事項 

当日、大会名義関係者による映像・写真撮影がなされ、後日に大会関係各団体の目的の 

ためにあらゆるメディアで使用することがありますが、本大会に参加申込みをした時点 

で同意いただいたものとさせていただきます。 

 

※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。 

 

・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。 

 

・ウェアの色は黒とオレンジは審判・競技運営スタッフが着用しますのでお避けください。 

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ってビブスの 

着用を命じられた場合、必ず従っていただきます。 

 

・その他、本大会の特別ルールを設定する場合があります。 

詳細は申込み〆切後、チーム宛にお送りする最終案内でお伝えします。 



9 

 

【参加申込み】 

申込方法 

①別紙、【申込書フォーマット】の記載事項に漏れなくご記入のうえ、 

ファイルを電子メールの添付にて送信してください。 

 

➁申込用紙に記載する代表者メールアドレスから送信いただきますよう、お願いします。 

また、添付資料を受け取れるアドレスにてお願いします。 

 

➂送信ファイルはフォーマットのまま(エクセル)またはｐｄｆでお送りください。 

 

※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メールを

もっておこないます。ついてはメールアドレスの入力ミスでの未送信等の防止のために 

これらのお願いとなりますので、ＦＡＸでのお申込みもご容赦いただいています。 

 

※また下記、事例もお申込みはお受けいたしません。あらかじめ、ご容赦ください。 

▼フォーマットペーパーへ手書きしたものを写真撮影しての送信。 

▼申込用紙に記載する代表者メールアドレスがＰＣからの返信で着信拒否される場合。 

＜下記アドレスの着信許可を設定してからお申込みください＞ 

 

チーム代表者様とは別途、これらの連絡窓口者様を設定いただくことは結構ですので、 

趣旨ご理解のうえ、何卒、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

申込〆切：＠２０１９年５月２５日（土曜日）２３時５９分までに申込書必着 

 

申込先メールアドレス ： support@dbja.jp :『日本ドッヂビー協会事務局』まで 

 

 

【お問合せ先】 

一般社団法人日本ドッヂビー協会 ＤＢＪＡ 

住  所  ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-46-302 

Ｔ ｅ ｌ  ： ０３－３２６４－３６２６ 

Ｆ ａ ｘ  ： ０３－３２６４－３６２７ 

ｍａｉｌ   ： support@dbja.jp 
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