2022 Season
Goal Dodge Series
3rd Game
大会 参加募集／実施要項

――２０２２年シーズンゴールドッヂシリーズについて ――
今シーズンのゴールドッヂは、シリーズ大会として全 4 戦の小規模大会を開催し 10 月
に開催されます駒沢大会にて総合成績上位 4 チームによる決勝大会を行います。成績の算
出方法は以下に記載するポイント制とし、各大会の順位によって順位ポイントを付与し４
戦終了時点でのランキングにて決勝大会への出場チームを決定することといたします。
各小規模大会のエントリーチーム数は「先着順の最大 6 チーム」とし、コロナ禍に開催
する大会として可能な限りの密集・密接を防ぐことを目的とし参加チームを募集すること
とします。小規模大会を 4 大会開催致しますが、もちろん全 4 戦に参加をしなければなら
ないわけではありません。シリーズ戦でスケジュールを組むことによって、より競技力の
向上、チーム力の向上に繋がればと考えておりますが、チームの目的、目標に応じてそれ
ぞれに合った参加のスタイルをご検討いただければと存じます。
◎各大会にて付与されるポイントについて
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※4 戦終了時の総合ポイントの結果で 10 月 2 日駒沢決勝への進出チームを決定します。
☆現在のポイントランキング〜2022 年 6 月 19 日第一戦終了時〜☆
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2022 年 6 月 19 日(日) 12:00-16:00 MIFA Football Park
2022 年 7 月 9 日（土） 15:00-19:00 MIFA Football Park
2022 年 8 月 11 日(木祝)13:00-17:00 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム
2022 年 9 月 3 日（土） 10:00-15:00 日大法学部多目的コート[水道橋駅歩１分]

決勝戦(関東大会) 2022 年 10 月 2 日(日) 駒沢オリンピック公園総合運動場、屋内球技場
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大会概要 ――

２０２２ シーズンゴールドッヂシリーズ 第３戦
２０２２年 ８ 月 １１ 日（木曜・祝日）
１３：００～１７：００
ミズノフットサルプラザ 味の素スタジアム
〒182-0032 東京都調布市西町 376-3 (味の素スタジアム内)
一般社団法人日本ドッヂビー協会（ＤＢＪＡ）
文化シヤッター株式会社 株式会社ミカサ
ワタミ株式会社 株式会社クラブジュニア

―― 募集要項 ――
【募集チーム数】
MIX 部門６チームとします。
※応募多数の場合、受付先着（メール到着）順となります。
◎ＭＩＸチームの構成要件
〔チームに女性および中学１年生以下、50 歳以上〕の選手が複数、所属すること。
ｅｘ） 女性×２ ／ 女性×１+小学５年×１ ／ 小学６年×１+中学１年×１ など
※女性および中学１年生以下が 3 名以上所属することは可能です。
・未就学児の参加はご遠慮ください。
・小学生は５年生以上の参加を推奨します。
・小学４年生以下を拒みませんが衝突他不測の事態に対してチーム監督者様の責任におい
て の参加であることをあらかじめ、ご了解いただく前提でお申込み下さい。
・１チームの構成人数は５名以上、１５名以下、とします。
◎フィールドでの規定
１）人数 ／ 試合の人数は基本的に１チーム５名でおこないます。
２）構成 ／ ５名の内、ＭＩＸチームの要件となる女性および中学１年生以下、５０歳
以上の男性のうちいずれかが常に１名以上 フィールドに出場することが本大会独自
の規定になります。
３）交代 ／ 試合中の選手交代は２)構成を守れば、いつでも、何度でも、自由です。
※荒天予報の場合、あらかじめ連絡をいたしますが当日は雨天決行です。
【参加費用】
ひとりあたり、一律￥2,000-（税／傷害保険込み）
・年齢による差はありません。 新型コロナウイルス感染症対策のため、エントリー完了
後、期日までにお振込みにて参加費をお支払いいただきます。
【振込先口座】
みずほ銀行(0001)
九段支店(532)
普通口座 1698745
一般社団法人日本ドッヂビー協会 シヤ）ニホンドツヂビーキヨウカイ
【申込み方法】
チームエントリー開始日：７月１１日（月）１２：００〜先着順
下記、エントリーフォームにアクセスして、すべての欄を記入してください。
➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe53fFeC06bLiL0gDQ0VzLiV8WqiLtk7O0Li3
WmbbohYC_SGg/viewform
※チームエントリーを行っていただいた後、メンバーエントリー用のファイルを各代表者
様に送付いたします
【申込み〆切】 令和４年７月２５日（月曜日）エントリーフォーム到着分まで
ゴールドッヂシリーズ大会【専用問せ先】

mail ／ entry＠dbja.jp

―― 競技関係要項 ――
【対戦組合せ】
3 チームずつによる 2 つのリーグ戦、総当たりでの対戦をおこないます。
リーグ戦での順位を元に最終順位決定戦をおこないます。
※申込み〆切後に詳細資料を協会ＨＰに発表します。

【タイムスケジュール】

【個人記録の集計シート記入のお願い】
今大会では個人記録の集計をおこない後日、ＤＢＪＡのホームページおよびＳＮＳなどで
記録を発表しますのでご参加の皆さまには自チームの記録をベンチにいるメンバーが集計
用シートに記入していただく作業について、ご協力をお願いいたします。
個人記録とは
✤✤✤オフェンス時のゴール数
✤✤✤ディフェンス時のブロック数

➡ シュートを決めた数
➡ キーパーがシュートを阻んだ数
フィールドプレーヤーがパスをカットした、
ならびにインターセプトした数

【表 彰】
・優勝チームには表彰状と副賞としてワタミお食事５００円券をチーム人数分、その他に
も現状は未定ですがスポンサーよりご提供品を贈呈する予定です。
・個人賞としてゴール賞／ブロック賞にも現状は未定ですがスポンサーおよびにＤＢＪＡ
より提供品を贈呈する予定です。
【ウェア】
出場選手は必ず背番号をつけたチーム揃いのユニフォームの着用をお願いします。
※やむを得ず、チームが自前で用意するビブスを着用する場合、１プレーヤーが終日通し
て同じ番号のビブスを着用いただくようにお願いします。
大会当日、スタッフがチェックいたします。

【大会ルール】
日本ドッヂビー協会公式ルールで実施します。 ゴールは会場据付けのゴールです。
試合時間は 《１ゲーム、７分の前・後半、ハーフタイム１分》 を予定しています。
（エントリー〆切後のチーム総数によって変更がありえます）
【審 判】
基本ＤＢＪＡメンバーで構成いたします。
【招 集】
出場チームは直前の試合開始時間にはコート横に集合してください。 直前試合終了後、
すぐにコートに入って練習をおこなってください。 試合はスケジュール通りに開始しま
すので、遅れなく集合をお願いします。 万が一、開始時間にメンバーが揃わない時には
不戦敗となります。
【会場注意事項】
●スパイク・トレーニング用シューズなど含めて、屋外用は使用できません。
インドア用シューズを必ずご持参ください。
◎トイレ・手洗い場、その他敷地内カフェの使用・ゴミの処理方法などに関しては別途、
施設側の規則・規制・要望などに従っていただきますよう、お願いいたします。
【参加賞ほか】
・全参加者にワタミ割引券、その他、スポンサー提供品をお渡しする予定です。

【確認事項】
◆当日、大会名義関係者による動画・写真の撮影がおこなわれます。 その素材はライブ
でのＷｅｂ配信や後日に、各団体の目的のために使用します。本大会に参加する選手、
および来場する皆様には予め同意、了解が参加来場の前提となり、これをあらかじめ
了承のうえでの大会参加をお願いいたします。
◆下記にてご説明します COVID-19 拡大防止対応大会として開催しますので、参加する
全ての皆様には必ず熟読のうえご理解ご協力をいただくことが参加の前提となります。

―― COVID-19 拡大防止対応大会としてのお願い ――
今大会は COVID-19 拡大防止対応大会として３密を避ける運営形態として実施します。
【運営関係】
▲通常、屋内で実施しているゴールドッヂを屋外フットサルコートでおこないます。
▲今大会では試合前の整列はおこないません。
▲最初の攻守は主審が指示の元、チーム代表の各１名のみでディスクフリップをおこない
ます。
▲主審・副審はできるだけ声を出さず、ジェスチャーで判定を伝える努力をします。
▲フィールドに立つ主審・副審はできるだけマスクを着用します。
▲その他スタッフは基本的に必ずマスクを着用します。
【大会の事前】
●実施日２週間前より検温をして体調の確認・管理をお願いいたします。
●エントリーフォーム記入時に住所・連絡先をご記入いただきます。
【大会の当日】
●当日の検温をおこない、発熱がある場合、出場はお控えいただきます。
●今大会においては小学生の保護者および選手以外の観戦来場はご遠慮ください。
●選手他来場者が発熱・咳・咽頭痛など体調がよくない場合、参加をお控えください。
●選手他来場者は受付で手指の消毒、検温(（主催者が用意）をおこなっていただきま
す。
●選手他来場者はプレー中以外、手指の消毒をこまめにおこなってください。
●選手他来場者はプレー中以外、他の来場者との距離を適切に確保してください。
●選手他来場者はマスクを持参してプレー中以外、会話をする際に着用をお願いします。
●選手他来場者は大声での声援を控えてください。
■選手は各自でドリンクをご用意ください。回し飲みはご遠慮ください。
■選手は各自でタオルをご用意ください。共用はご遠慮ください。
■選手は試合中、ベンチで控えている時のマスク着用を推奨します。
■選手は得点時、ハイタッチやハグなどは控えてください。
■フィールドでのプレー中のマスク着用は主催者としては推奨しません。
【大会終了後】 万が一、当日の来場者に感染が発生した場合、選手の方は主催者に対し
て速やかに濃厚接触 者の有無など、状況報告をお願いいたします。

