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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つに分類していますが、今回 

開催しますのは通算１１回目となる広域エリアを対象とした「広域ドッヂビーコンペティション」

となります。さらに協会公認種目も現在のところ４つを提唱しておりますが、この大会名称には

種目領域の広さという意味合いも含まれ、同一会場で複数種目を実施することも特長です。 

 

さて、東京武道館を使用しての広域コンペティション関東大会は今年度で４回目、通算での

会場使用実績は５回目となりますが複数種目をおこなうにあたっては過去、あえて試行錯誤を

繰り返すように様々な試みをおこなうことで、経験を積むと同時に競技や運営についての思考

力も高めてきたものと自負しますが、今大会ではディスクドッヂをメイン種目に【Ｕｎｉｆｉｅｄ（障が

い者も参加する）部門】を含めて過去、最大級の部門数を設定して参加チームを募集します。 

  

 次に、初の試みとして今年度シリーズ開催した【ゴールドッヂ】大会参加者の中から選抜した

１２名（6人ｖｓ6人）による関東紅白戦をエキシビション・マッチとしておこないます。 

 さらに、ゴールドッヂ選抜１２名とディスクドッヂ・エントリーチームにより選抜された選手にて

【ドッヂディスタンス】の記録会を実施する予定です。 

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 
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【大会の概要】 

名 称  広域ドッヂビーコンペティション 第５回 関東大会２０１９ 

Kantoh DODGEBEE Competition 201９  

日 時  2020（令和 2）年３月２０日（金曜祝日） 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 

  その他 数社 

【本大会ディスクドッヂの重要な基本要項】  

●全部門において、試合人数は 10名でおこないます。 

●試合開始時における元外野の配置人数は 3名と定めます。 

●Ｕｎｉｆｉｅｄ以外の参加チームには線審を務めていただきます。 

●使用ディスクは以下の通り 

  １）小学生低学年部門  ／  ２）小学生高学年部門 ➡ ミカサモデル 250 

  ３）中学・高校生部門   ／  ４）オープン部門  ➡ ミカサモデル 2７0 

  ５）ユニファイド部門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ミカサモデル 250／270どちらかを選択 
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【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) 

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１０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) 

３）中学・高校生部門 募集数：8チーム 

出場資格 原則として中学生と高校生の年代で構成、性別は不問です。 

メンバーが１０名に満たない場合、小学生高学年の出場は可能です。 

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。 

４）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。 
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５）ユニファイド部門 募集数：４チーム 

出場資格 障がいのある方と、そのご家族や友人など介助・引率者がプレーヤーに 

  なって一緒に楽しみます。 

  ※障がい種は知的・精神・発達障がいを基本として想定していますが詳細は 

    事務局まで、お問合せください。 

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。 

 

●部門の成立 

１）～５）すべての部門において、４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参加いただくべく措置をとりますが、該当チーム 

代表者様へご相談の上、主催者が決定いたします。 

 

●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む。 

・１）２）小学生部門／５）Ｕｎｉｆｉｅｄ部門の参加者 ＜一律＞ ＝ ＠1,000円 

・３）中学・高校生／４）オープン部門、に参加する小学生  ＝ ＠１,000円 

・３）中学・高校生／４）オープン部門、に参加する中学生以上 ＝ ＠２,000円 

お支払いは当日、会場受付を予定しています。 
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【ディスクドッヂ競技 運営要項】 

●競技方法 

  参加申込〆切後（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】は告知時点の予定です。ご了承ください。 

●表 彰 

  ディスクドッヂ各部門の【優 勝】／【準優勝】／【第三位】を表彰する予定です。 

  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。 

【ドッヂディスタンス記録会 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。 

※競技方法はディスクドッヂの申込〆切後（参加チーム数確定後）に最終決定いたします。 

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。 

https://www.dbja.jp/main/products/record-new.htm 

 

【ゴールドッヂ・エキシビション】 

昼の休憩時間帯に実施する予定です。 

詳細は参加者向け最終案内にてお知らせいたします。 

https://www.dbja.jp/main/products/record-new.htm
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【参加申込み／お問合せ】 

申込〆切 2020(令和２)年３月１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。 

  ※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、また申込書に記載したメールアドレス 

    から申込書を送信下さいますよう、お願いいたします。 

申込先  

   事務局 mail ： support@dbja.jp 

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。 

   TEL ： 03-3264-3626 

 

【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。 

■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。 

mailto:support@dbja.jp
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■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。 

・主審／副審はドッヂビー協会資格取得者を中心に構成します。 

・ウェアの色が黒とオレンジは審判および競技運営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。 

・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。 

 

【想定来場者数】   （予測値） 約 1,250名 

競技者 １）小学低学年部門  8チーム×15名 ＝120名 

２）小学高学年部門 １６チーム×15名 ＝240名 

３）中学・高校生部門  8チーム×15名 ＝120名 

４）オープン部門    8チーム×15名 ＝120名 

  ５）ユニファイド部門   4チーム×15名 ＝ 60名 

  ゴールドッヂ選抜競技者     ＝ 12名 

同伴保護者／観戦・応援者     ＝500名 

スタッフ・関係者                 ＝ 80名 



10:12～10:24 1 Ｐ１ 小低１ 中高１

10:24～10:36 2 小高１ 小高２ 中高２

10:36～10:48 3 Ｐ２ 小低２ ｕｎｉ１

10:48～11:00 4 小高３ 小高４ 中高３

11:00～11:12 5 Ｐ３ 小低３ 中高４

11:12～11:24 6 小高５ 小高６ ｕｎｉ２

11:24～11:36 7 Ｐ４ 小低４ 中高５

11:36～11:48 8 小高７ 小高８ 中高６

11:48～12:00 9 Ｐ５ 小低５ ｕｎｉ３

12:00～12:12 10 小高９ 小高１０ 中高７

12:12～12:24 11 Ｐ６ 小低６ 中高８

12:24～12:36 12 小高１１ 小高１２ ｕｎｉ４

12:36～12:48 13 Ｐ７ 小低７ 中高９

12:48～13:00 14 小高１３ 小高１４ 中高１０

13:00～13:12

13:12～13:24

13:24～13:36

13:36～13:48

13:48～14:00

14:00～14:12

14:12～14:24 15 Ｐ８ 小低８ ｕｎｉ５

14:24～14:36 16 小高１５ 小高１６ 中高１１

14:36～14:48 17 Ｐ９ 小低９ 中高１２

14:48～15:00 18 小高１７ 小高１８ ｕｎｉ６

15:00～15:12 19 Ｐ１０ 小低１０ Ｐ１１

15:12～15:24 20 小高１９ 小高２０ 小高２１

15:24～15:36 21 Ｐ１２ 小低１１ 小低１２

15:36～15:48 22 小高２２ 小高２３ 小高２４

15:48～16:00

16:00～16:12 23 Ｐ➀ 小低➀ 中稿➀

16:12～16:24 24 Ｐ② 小低② 中高②

16:24～16:36 25 小高➀ 小高③ ｕｎｉ➀

16:36～16:48 26 小高② 小高④ ｕｎｉ②

16:48～17:00 27 オープン部門 Ｐ③ ３位決定戦 オープン部門 Ｐ④ 決勝戦 中・高校生部門 中高③ ３位決定戦

17:00～17:12 28 小高⓹ 小高⑥ 小学生低学年部門 小低③ ３位決定戦

17:12～17:24 29 中・高校生部門 中高④ 決勝戦 ｕｎｉｆｉｅｄ部門 uni④ 決勝戦 ｕｎｉｆｉｅｄ部門 uni③ ３位決定戦

17:24～17:36 30 小学生高学年部門 小高⑦ ３位決定戦 小学生低学年部門 小低④ 決勝戦

17:36～17:48 31 小学生高学年部門 小高⑧ 決勝戦

広域ドッヂビーコンペティション　第５回　関東大会201９　タイムスケジュール表

Time
試
合
No

大　武　道　場

第1コート（本部左） 第2コート（センター） 第3コート（本部右）

17:50～18:15 表　彰　・　閉　会　式

8:30～9:00 スタッフ／審判入場（メインエントランスより）　最終ミーティング／準備

9:00～9:40 選　手　入　場

9:45～10:05 開　会　式（全員集合・記念撮影）

ドッヂディスタンス記録会　５６名（ＤＤチーム×４４、ＧＤ選✕１２）

ドッヂビー体操（時間あまれば）

ゴールドッヂ・デモ（解説ナレーション付）　８:００分～前・後半　ハーフタイム２：００分

予選成績　集計


