
＜参加チーム向け最終案内＞ 

広域ドッヂビーコンペティション 

関東大会 2022 

 
 

以下、大会における最終のご案内を差し上げます。 

募集段階から変更している点がございますのでご確認の上、 

お集り下さい。当日お会いできることを楽しみにしています。 

【大会の概要】 

名 称  広域ドッヂビーコンペティション 関東大会 20２2 

 

日 時  20２2（令和 4）年 10月 2日（日曜日） 9：30～17：30 

 

場 所  駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 

  〒154-0013世田谷区駒沢公園 1-1 TEL03-3421-6199 

 

主 催  一般社団法人日本ドッヂビー協会 

 

後 援    東京都 ／ 東京都障害者スポーツ協会 

 

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 

  株式会社クラブジュニア 

 

協 力   有限会社イノーバー・ジャパン 
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【会場図】   駒沢オリンピック公園  屋内球技場 

 

●観戦席は東側の前列です。このスペースに荷物を置くなどの占有はご遠慮ください。 

譲り合って、交代での観戦をお願いいたします。 

●選手控え／荷物置きとして利用できるスペースは東側上部（２F）観客席になります。 

●西側はクローズとなり、東西通路は関係者以外立入禁止エリアとなります。 

 

会場の出入口は陸上競技場側の東歩道橋を渡ってスグの東メイン出入口のみ、 

１か所です。入るとすぐに大会参加者用の集合時間対応の受付があります。 

●終日、常設となる大会本部はＢ１Ｆ アリーナ入口に設置されます。 

 
Ｄコート 

Ｂコート Ａコート 
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【参加チーム】 

参加するチームの詳細は別紙●参加チーム一覧を参照ください。  

＜ディスクドッヂ青年ミックス部門は申込みが１チームだったため、不成立となりました＞ 

 

【集 合】 

●集合時間は部門ごとに異なりますのでタイムスケジュールで確認のうえ、お集まりください。 

  別紙●関東大会タイムスケジュールをご参照ください。 

指定時間以外の入場は基本的にできませんのでご了承ください。 

車での来場は可能ですが駐車場の確保・斡旋はいたしません。 

 

【参加費用とお支払い】 

●ディスクドッヂ・ゴールドッヂのチーム参加者 

先にご案内の通り、チーム全員分をまとめて代表者様より振込みにてお支払いいただきます。 

代表者様にメールにて振込先口座などをご連絡いたします。 

大会前日までに入金確認ができない場合、入場・参加をお断りすることがあり得ます。 

 

◆ドッヂディスタンス大会に参加する個人 

当日現金５００円硬貨～ワンコイン（あらかじめご用意ください）にて予選試投時にフィールド

でお支払いください。ワンコインでない場合、参加できないことがあり得ます。 

 

【チーム参加メンバーの増減、変更について】 

●当日のメンバー追加は認められません。 

●当日のメンバー変更や差替えも新型コロナウイルス対応の関係から認められません。 

 ただし【受付、入場チェック】の項目をすべて満たすことを代表者が誓約書にサインする 

さらにチーム総人数、参加費用の変動もない場合には認めます。 

●当日のメンバーが９／２２以降に減少した場合、参加料の減額・返金はいたしません。 

欠席したメンバーの氏名、および欠席の理由を受付時に代表者が申告してください。 

※参加賞は当初申込みを受付けた人数分、差し上げます。 

 

【受付、入場チェック】（施設のルール、求めによるものとなります） 

大会開催要項（参加募集）6ページ日本ドッヂビー協会 COVID-19対応ガイド【ＤＢＪＡ2022－7】をご確認ください。 

■新型コロナウイルス感染防止のため、受付で入場者全員に以下の対応、確認をいたします。 

・スタッフが全員の検温をおこないますので、ご協力をお願いします。 

 37.5度以上の発熱がある場合、会場に入場できません。 

・マスクの着用・持参を確認します。 

・参加者全員に各自で手～指の消毒をしていただきます。（消毒液は主催者が用意します） 
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◆代表者の方へ ～ チーム構成メンバーおよび来場者における 2週間前からの 

①検温結果を把握して、発熱が無かったこと、 

②以下項目に該当する者がいないこと、 

 ・体調が不良（発熱・喉痛・嗅覚、味覚異常、倦怠感、風邪の症状など）である 

 ・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

 ・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある 

 ・政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への渡航又は当該 

在住者との濃厚接触がある 

◆この①②をあらかじめ確認のうえご来場いただき、誓約書に署名していただきます。 

 

【対戦組合せと競技方法】 

① ディスクドッヂユニファイド部門 

４チーム ⇒ トーナメント戦 全４試合 

～組合せ対戦表は別紙１【ディスクドッヂユニファイド】を参照してください。 

   試合時間 ： ３分 00秒の前／後半 ハーフタイムは規定しません。  

   試合人数 ： １チーム１０名、前／後半の試合中はメンバー交代できません。 

   勝敗決定 ： 勝点制で順位を決定し、同点の場合、引分けとします。 

② ディスクドッヂ小学生部門 

８チーム ⇒ 予選 ➡ ４チームで構成するＡ／Ｂの２リーグ 

順位決定戦 ➡ 予選Ａ／Ｂの同順位が対戦 

～組合せ対戦表は別紙２【ディスクドッヂ小学生】を参照してください。 

   試合時間 ： 各３分３０秒の前／後半 ハーフタイム２分 

   試合人数 ： １チーム１０名、前／後半の試合中はメンバー交代できません。 

   勝敗決定 ： 予選は勝点制で順位を決定し、同点は引分けとします。 

  順位決定戦で同点の場合、当日、良い手段を検討し決定します。 

●本大会においてはディスクドッヂの試合開始時における外野人数を３人と規定します。 

 ご理解・ご協力をお願いいたします。 

●ディスクドッヂの組合せ・競技方法は全体スケジュールを勘案してＤＢＪＡが決定しました。 

③ ゴールドッヂ部門 

４チーム ⇒ トーナメント戦 全４試合 予選結果を勘案してＤＢＪＡが組合せました。 

～組合せ対戦表は別紙３【ゴールドッヂ】を参照してください。 

試合時間 ： 各 7分００秒の前／後半 ハーフタイム２分 

試合人数 ： １チーム５名、試合中のメンバー交代は自由です。 

   勝敗決定 ： 同点の場合、ＰＴ戦で勝敗を決定。決勝戦のみ、延長戦をおこないます。 

※ゴールドッヂ競技の運営、ルールその他は基本的にシリーズ４戦と同様ですが詳細について

当日、朝のミーティングでお伝えいたします。 
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【ディスクドッヂ競技ルール関係】 

基本的に日本ドッヂビー協会制定の公式ルールでおこないます。 

協会ＨＰにルール全文が掲載されていますので、あらかじめご確認ください。 

 

●使用ディスク 

 ディスクドッヂ小学生部門はミカサモデル２５０を使用します。 

 ディスクドッヂユニファイド部門／ゴールドッヂ部門はミカサモデル２７０を使用します。 

 

●ディスクドッヂ小学生部門 ～ リーグ戦における順位決定の優先順 

１）勝点の大きいチーム    ４）総失点数の少ないチーム 

２）得失点（総得点数ー総失点数）の大きいチーム ５）直接対決での勝利チーム 

３）総得点数の多いチーム   ６）ディスクフリップで決着 

 

●不戦敗 

 ディスクドッヂ小学生部門の予選で試合開始時間にチームメンバーが揃わない場合、 

0vs9のスコアで不戦敗となります。 

 

●レフリー・タイムアウト 

本競技のすべての試合において、万が一試合中のケガ、その他主審が必要と判断した場合、

主審によりタイムアウトが宣告されることがあります。 

  その場合、タイムアウト時間を計測してロスタイムとして試合時間を延長します。 

さらに主審の状況判断によりケガをした選手が退場した場合、主審の指示に従い、退場選手

のポジションへ交代選手を入れることができます。 

 

●審判 

・審判員は主催者が決定します。 

・審判員の判定に対するクレーム等は一切受付けません。 

・審判員の判定結果は、如何なる場合でも覆りません。 

 

【競技全般、運営関係】 

●試合招集 

試合開始５分前までにアリーナ入口 選手集合スペースに集まるようにお願いします。 

 

●練習       ※その他の場所で練習はできませんので厳守をお願いいたします。 

ウォーミングアップは試合前の時間にコートでおこなっていただく予定ですが 

今大会では用具の消毒などの作業があるため、スタッフの指示に従ってください。 
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●ウェア 

・選手はスポーツウェア・体育館用のインドア・スポーツシューズを必ず着用してください。 

 Ｇパン、コットンパンツなど、主催者がスポーツウェアと認められないウェアを着用している 

 場合には退場を命じます。（試合への出場、ベンチ入りも不可） 

 

・選手は基本的にチーム揃いのウェア(背番号付)を着用してください。 

 揃いのウェアがない、背番号がない場合、また、背番号付き揃いのウェアであったとしても、

対戦する両チームが同色のウェアで支障が出るとの判断を、または黒やオレンジなど審判や

スタッフと同色のウェアで支障が出るとの判断を、試合を担当する主審がした時、試合中、 

主催者が準備するビブス着用の指示が出ることがあり、従っていただきます。 

 

●試合結果の発表 

 毎試合の対戦結果及び成績は大会本部付近に掲示板を設置して結果を記入いたしますので 

各チームでご確認ください。なお、掲示板への結果反映には多少、時間がかかります。 

 

●表 彰 

・ディスクドッヂユニファイド部門は【優勝】【準優勝】の２チームを表彰します。 

・ディスクドッヂ小学生部門は【優 勝】【準優勝】【第三位】の３チームを表彰します。 

・ドッヂディスタンスはジュニア／オープンともに１～３位を表彰します。 

・ゴールドッヂは【優勝】【準優勝】の２チームを表彰します。 

※各部門の優勝チームにはメンバー全員に金メダルを、 

ディスクドッヂ小学生とゴールドッヂの準優勝チームにはメンバー全員に銀メダルを、 

その他表彰対象チームにガラス盾・トロフィーなどが大会協賛社の文化シヤッター株式会社 

様より贈呈されます。 

 

●参加賞 

１３時から実施予定の開会セレモニーで皆様に下記のアイテムを配布する予定です。 

１） 日本ドッヂビー協会 提供  ～ ＳＤＧｓポーチ 

２） 文化シヤッター株式会社様 提供  ～ ハンディ温・湿度計 

３） ワタミ株式会社様 提供  ～ グループ店１０％割引券 

４） 株式会社クラブジュニア様 提供  ～ オリジナルミニディスク 

 

▲ディスクドッヂ・ゴールドッヂへチームでエントリーをした皆様には１）～４）を差し上げます。 

△ドッヂディスタンスにのみ、エントリーをした皆様には下記の 1)～3)を差し上げます。 

※ディスクドッヂ・ゴールドッヂにエントリーしてドッヂディスタンスにもエントリーした皆様は 

恐縮ですが▲のみの配布となりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 
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【ドッヂディスタンス実施要項】 

●基本事項 

・１３：３０開始 ～ １４：３０終了の予定 

・使用ディスク ～ 公式ミカサディスク ２３０／２５０／２７０を主催者が用意いたします。 

・横幅の制限は２０メートルです。（当日はコーンなどで表示する予定です） 

 

・２サイト＜Ｆ／Ｇ＞を設定します。 Ｆサイト ➡ ユニファイドクラスの記録会 

Ｇサイト ➡ ジュニア／オープンクラスの大会予選 

※サイトのレイアウト／方向は前日準備でベストポジションを決めるため、未確定となります。 

またレイアウトによってはＦサイト／Ｇサイトの横幅は数メートルほど、双方のスペースとして 

ダブることがあり得ます。 

 

●【大会予選】 【ユニファイド記録会】 ～共通事項 

・一人あたり、１分以内に３投をおこないます。３枚のディスクは自由選択することが可能です。 

・持込みディスクの使用はご遠慮ください。 

・投げる順序は当日の発表となります。 

・最長飛距離の１投（最長の判断が微妙な場合、２投）を計測します。 

 

・参加者様、全員に予選での記録を記載した記録証を即日、発行します。 

 （少々、時間を要する場合がありえますのであらかじめご了承ください） 

 

●【大会決勝】 

・ジュニア／オープンともに予選記録の上位６名が決勝に進出します。 

 発表は１４：３０以降できるだけ早く、大会本部前掲示板にて、また場内放送にて告知します。 

・決勝進出者には簡単なプロフィールシートを記載していただき決勝時のアナウンスの際に 

参考とさせていただきます。 

 

・一人あたり、１分以内に３投をおこないます。３枚のディスクは自由選択することが可能です。 

・投げる順序はジュニアの６位 ➡ ５ ➡ ４ ➡ ３ ➡ ２ ➡ １位、 

オープンの６位 ➡ ５ ➡ ４ ➡ ３ ➡ ２ ➡ １位、となります。 

 

・決勝の記録は記録証として発行しない場合がありますのであらかじめご了承ください。 

 

※日本記録が更新された場合、 

即日、記録認定証を発行する予定ですが機器トラブル等予期せぬ事態が発生した場合には

後日ＤＢＪＡ事務局より申込書に記載いただいた住所宛てに送付させていただきます。 
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【アリーナ入場について】 

・ディスクドッヂ小学生チームには受付時に各チームに 2名分のＩＤをお渡しします。 

 このＩＤを持参の方、2名までが試合中のアリーナへの帯同入場が可能です。 

・アリーナに入場する引率者は体育館履きを必ず持参してください。 

・試合ごとに保護者様の間でＩＤを持ち回して交代することは可能です。 

・ゴールドッヂチームはメンバー表に記載の代表者と選手以外の入場はできません。 

・スタッフ以外、ＩＤを持たない方のアリーナ面への入場は一切できません。 

・ドッヂディスタンスは基本的に参加者以外、入場はできません。 

・ユニファイド部門で事情がある場合、事前は事務局、当日は運営本部へご相談ください。 

 

【事前確認事項】 

◆大会当日、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。 

本大会は参加・観戦に関わらず、来場した皆様は上記、撮影された動画・写真に写る肖像を

名義関係者が使用することに同意して後日、一切の異議申し立てしないことを誓約したもの

としていただきます。 

また、チーム代表者様はチーム関係者へこれを周知徹底することを誓約していただきます。 

 

【写真および動画の個人撮影について】 

・個人およびチームがおこなう撮影は１Ｆ観戦席内のみ、可能といたします。 

・撮影目的は競技技術向上や大会の振返りを基本として個人視聴であることを前提とします。 

・今大会は全種目、全部門同様にフィールド面に機材を持ち込んでの撮影についてはスマホ・

一眼カメラなどの機種や固定・手持ちなどの撮り方を問わず一切、許可いたしません。 

・代表者やＩＤ所持者がアリ－ナへ入場して試合中ベンチ内からの撮影もご遠慮ください。 

・アリーナ周辺、東西通路など、および観客席内であっても他者に邪魔となる場所に三脚等で

固定したビデオ・カメラ等を発見した場合には主催者は断りなく、動作を止めて撤去します。 

【写真および動画のＳＮＳ投稿に関する方針】 

・チーム・個人による競技技術向上や大会の振返り等を目的とした撮影であることを誓約する

事前届け出があり、然るべき事由がある場合は上記、規定に限らず許可することがあります。 

・ＳＮＳへの投稿・配信のための撮影を一概に拒否するものではなく、撮影する場所や手段等に

ついて協会が求める規定を逸脱せず、撮影者が被写体となる方の了承を個人的に得ている

場合は撮影を制約するものではありません。 <例～観客席でチーム撮影した姿をアップするなど＞ 

・本大会で撮影した写真・動画等をＳＮＳにアップしたことによって起きたトラブルについては 

主催者として関知・関与は一切いたしません。 
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【別紙資料類について】 

ＤＢＪＡ公式ホームページに一式すべて掲出します。 

当日、配布はありませんので必要な方はあらかじめプリントアウトをお願いいたします。 

 

【会場関係諸注意事項】 

●チーム控えスペース 

・各チ―ムの控えスペース／荷物置場は東側上部（２F）観客席をご利用ください。 

充分なスペースがありますのでエリア指定はいたしません。 

西側観客席は使用できません。 

・観客席での飲食は可能ですが黙食、座席は最低一つ、空けて着席をお願いします。 

・観客席、その他館内廊下では絶対にディスクを投げないでください。 

見つけた場合、ディスクを没収します。 

・荷物内の貴重品管理には主催者は一切の責任を負うことができません。 

各自で厳重に管理いただきますよう、お願いいたします。 

 

●安全管理 

・当日、主催者手配による看護師が常駐します。また傷害保険に加入しています。 

 当日、主催者ができるケガ等への対処は薬箱で対応できる範囲となります。 

あらかじめ、ご了解いただくとともに、チームでの対策検討をお願いします。 

・万が一、重大なけが等発生して救急車の出動要請が必要な場合、救急車の導線確保などの 

作業が必要となるため、基本的に会場管理者より要請するルールとなっています。 

 

●その他 

・館内に更衣室があります。選手の着替えにご利用ください。 

・ゴミは必ずお持ち帰りください。 

 

●荒天予報の場合 

大会会場は屋内ですので、雨天でも決行いたします。 

交通機関に支障が出る荒天が予報された場合、前日に代表者様に連絡します。 

 

【お問合せ先】 

一般社団法人日本ドッヂビー協会 ＤＢＪＡ 

〒101－0051 東京都千代田区神田神保町 2-46-3F  

TEL ： 03－3264－3626 

Mail ： support@dbja.jp 
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