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【開催趣旨】 

 ドッヂビー＝ディスクドッヂと言っても過言ではないほどに、ディスクドッヂ

競技の普及は目覚ましい状況にあり、関係各位には心より感謝いたします。 

 

特に愛知県におけるディスクドッヂの普及は過去ナゴヤドームを会場に全国

大会を 4 年間おこなった（主催：日本フライングディスク協会）こともあり、

全国でも最も普及が進んだ地域と言えます。 

 

しかし、まだ初期段階でおこなわれた大会であったため、審判やルールなど

の制度面で現行主流となりつつあるものとは、異なる競技形態でおこなわれた

側面があり、それが現在も残存しているという現象があります。 

 

隣県である岐阜では、2012 年国体デモスポ行事がおこなわれましたが、現行

制度でおこなわれており、統一感に欠ける状況が生まれています。 

 

あらゆるスポーツの利点である統一ルールでおこなわれることで、スムーズ

な交流ができるという観点から、これらを早急に改善することこそが私たち、

日本ドッヂビー協会（DBJA）の責務であると感じています。 

 

また、DBJA が提唱するその他の種目（ゴールドッヂやドッヂディスタンス）

の体験機会やドッヂビーの先に位置してほしい。と私達が願うフライングディ

スクの魅力を余すことなくご提供する場は乏しい状況にあるとも言えます。 

 

これらの解決策として複数種目の大会を同時に、かつ広い地域から参加者を

募る広域ドッヂビーコンペティションを企画いたしました。 

 

以上 関係各位におかれましては趣旨、御理解の上、ご協力を賜りたく、 

何卒、宜しくお願い申し上げます。 

 

保護者の皆さま、および関係各位におかれましては、引率等々御苦労をおかけい

たしますが趣旨御理解の上ご支援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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【大会の概要】 

名 称  第２回 広域ドッヂビーコンペティション 

近畿・中部大会 2014 

 

Ｃｅｎｔｒａｌ ＪＡＰＡＮ DODGEBEE Competition 2014  

 

日 時  2014年（平成 26年）3月 9日（日曜日） 9：00～18：00 

 

場 所  スカイホール 豊田（豊田市総合体育館）  

   愛知県豊田市八幡町 1-20   TEL : 0565-31-0451 

 

主 催  日本ドッヂビー協会 

 

幹事主管 愛知県フライングディスク協会 

 

後 援    愛知県 ／ 愛知県教育委員会 ／   

 

公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 

 

豊田市 ／ 豊田市教育委員会／ 

 

公益社団法人 全国子ども会連合会 

 

中日新聞社 

 

その他  （すべて予定／申請中） 

 

協 力  豊田市スポーツ推進委員協議会 

 

豊田市子ども会育成連合会 

 

特別協賛 【１ 社】 

 

協 賛  【数 社】 
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表 彰   各大会 各部門  優勝／準優勝／３位 まで表彰 

 

競技方法 各大会 各部門、予選リーグ戦、決勝トーナメント方式を予定。 

詳細は参加チーム決定後、ご案内いたします。 

 

 

参加費用   一人あたり 

小・中学生      ＝ ＠1,000円 

     一般（中学卒業以上） ＝ ＠2,000円 

     障がい者（一律）   ＝ ＠ 500円 

  （傷害保険加入費用を含みます） 

お支払は当日、会場となります。 

 

参加賞    大会参加者全員に授与されます 

 

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 ・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。 

       ・次にゲームを行うチームは前試合中に各コートに集合します。 

    ・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、その対戦は試合当日に発表します。 

  ・審判はドッヂビー協会資格取得者を中心に構成します。 

 

会場注意事項 ・会場での飲食は指定場所以外、禁止です。 

・ゴミは各自、お持ち帰りいただきます。 

・駐車場は数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関 

をご利用くださいますようお願い申し上げます。 

・会場（アリーナ）は引率者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。 
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大会ルール ・基本的に日本ドッヂビー協会公式ルールで実施しますが 

    

ディスクドッヂはすべての部門において、小学生推奨の 

上投げ禁止、バックハンドおよびフォアハンドスローのみ、 

とします。 

 

ゴールドッヂは日本ドッヂビー協会公式ルールで実施します。 

 

 

お申込み   申込書【別紙】を郵送、または FAXにて 

下記、愛知県フライングディスク協会宛にお送り下さい。 

 

  申込み多数の場合、先着優先および地域ごとのバランス等 

考慮のうえ、主催および主管者にて決定させていただきます。 

 

ついては、記入不備がある場合、先着優先順となった際に降格 

となりますことがあり得ますので、ご注意ください。 

 

 

申込先  愛知県フライングディスク協会事務局  

住  所 ：〒470-1211豊田市畝部東町宗定 397 (有)三豊 内 

T E L  ：０５６５－３０－７０６５ 

F A X  ：０５６５－２１－５３６２ 

携帯電話 ：０９０－８５４３‐７４３７ 

担当者  : 竹内 博行 

 

 

〆 切    平成２６年２月１２日（水）申込書 到着 
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【実施競技の概要】 

１．第１回 近畿・中部ゴールドッヂ大会 

ゴールドッヂ競技における協会主催でおこなわれる公式大会。 

 

試合形式 ： 予選リーグ戦／決勝トーナメント戦 

全試合において 1試合 7分 00秒の前・後半 2セット 

 

試合人数（フィールドプレイヤー）は 5名です。 

 

プレイ中、プレーヤーの交代は何度でも自由にできます。 

 

   募集時点での予定であり、変更の可能性があります。 

 

募集数  ： １）小学年部門(1～6年)  8チーム 

4チーム×2リーグの予選 

  各上位チームによる決勝および 3位決定戦 

 

２）一般部門 (中学生以上) 4チーム 

4チーム×1リーグの予選 

予選上位チームによる決勝戦 (1位ｖｓ2位) 

 

出場資格 ： 性別区分はありません。 

 

安全面から未就学児の 

出場はできません。 

 

5名以上 12名以下で 

構成されたチーム単位で 

お申込みください。 

 

 

        ゴールドッヂ競技の詳細は 

協会ホームページを 

ごらんください。 
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２．第１回 近畿・中部ディスクドッヂ大会 

該当地域より募集したチームによる５部門の大会。 

 

試合形式 ： 予選リーグ戦   ＝ 1試合 3分 00秒の前・後半 2セット 

   トーナメント戦  ＝ 1試合 3分 00秒の前・後半 2セット 

 

前半と後半とで、プレーヤーの入れ替えができます。 

 

   募集時点での予定であり、変更の可能性があります。 

 

エントリー： できるだけ各チームからのエントリーのご希望に沿うように 

調整いたしますが、今大会は複数種目を一同に開催する関係 

で会場のキャパシティの問題から、近畿・中部地域在住者を 

中心にしたチームを第１優先といたします。 

また、第２優先として申込先着順となる可能性がございます。 

 

よって、お早めにお申込みをくださるようお願い申し上げます 

とともに出場の可否はＤＢＪＡによって決定いたしますので、 

あらかじめご了承ください。 

 

 

１）小学生低学年部門 

募集数  ： 8チーム 

   4チーム×2リーグによる予選 

        各上位 2チーム計 4チームによる決勝トーナメント戦 

 

出場資格  ・原則として小学校１～3年生 

・1チーム 13～20名までのチーム単位で申込み。 

・4年生以上の出場は一切認めません。 

・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、試合可能とします。 

・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) 
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２）小学校高学年部門 

募集数 ： 32チーム 

   4チーム×8リーグによる予選 

        各 1位チーム計 8チームによる決勝トーナメント戦 

 

出場資格 ・原則として小学校 4～6年生 

・1チーム 13～20名までのチーム単位で申込み。 

・3年生以下の出場を認めます。 

・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、試合可能とします。 

・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) 

 

３）ミックス部門 

募集数 ： 8チーム 

   4チーム×2リーグによる予選 

        各上位 2チーム計 4チームによる決勝トーナメント戦 

 

出場資格 ・原則として大人／子ども各 5名以上の 1チーム 10～20名まで 

のチーム単位で申込み。 

・1ゲームに出場するプレーヤーは大人／子ども各 5名の 

1チーム 10名。おとなは 5名以上出場できません。 

・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、試合可能とします。 

 

・引率者の登録はありません。 

 

※子どもの定義 

小・中学生とします。 

参加料 ＝＠1,000円の選手となります。 
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４）一般部門 

募集数 ： 8チーム 

  4チーム×2リーグによる予選 

       各上位 2チーム計 4チームによる決勝トーナメント戦 

 

出場資格 ・中学生以上とします。 

・1チーム 10～20名までのチーム単位で申込み。 

・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、試合可能とします。 

 

・引率者の登録はありません。 

 

中学生の場合、参加料 ＝＠1,000円となります。 

 

 

 

５）障がい者部門 

募集数 ： 4チーム 

  4チーム×1リーグによるリーグ戦成績で順位を決定。 

 

出場資格 ・知的障がい者とします。 

・13名以上 18名までのチーム単位で申込み。 

・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、試合可能とします。 

・必ず２名以上の介護者の引率をお願いいたします。 

・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) 

 

特別ルール ・本大会の特別ルールを設定します。 

     詳細はお申込みをいただいたチーム宛に最終案内と同時に 

       ご案内します。 

 

 


