
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドッヂビーコンペティション 

第 2 回関東大会 2014 

最終のご案内 

 
 

 

 

 

 

 

お問合せは 日本ドッヂビー協会まで TEL：03－3264－3626 

FAX：03－3264－3627 

                 mail：support@dbja.jp 

 

 

 

 

 

この度は当大会への参加申込みをいただき、誠にありがとうございます。 

つきましては以下の通り、最終のご案内を差し上げますので、 

ご熟読のうえ御参集いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

当日、お会いできることを楽しみにしております。 

mailto:support@dbja.jp
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１．【大会概要】 

名  称 ドッヂビーコンペティション 第 2回関東大会 2014 

（1964 年東京オリンピック・パラリンピック 50周年記念事業） 

 

日  程 平成 26 年 10月 12日 日曜日 

 

会  場   明治大学付属明治高等学校・明治中学校 体育館 

       調布市富士見町 4-23-25 

 

主  催   日本ドッヂビー協会 

 

後  援 調布市 ／ 調布市スポーツ推進委員会 

  明治大学付属明治高等学校・明治中学校 

  明治大学体育同好会連合ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ部 ﾌﾘｰﾌﾗｲﾔｰｽﾞ 

 

協  賛 京王電鉄株式会社 ／ 株式会社ヒーロー 

 

種  目   ディスクドッヂ ／ ゴールドッヂ 

 

部門/資格 すべて性別は不問 

   ➊ディスクドッヂ 小学生低学年部門 ／小学校 1～3年 

➋ディスクドッヂ 小学生部門  ／小学校 1～6年 

➌ディスクドッヂ オープン部門       ／年齢不問 

  ➍ゴールドッヂ          ／年齢不問 

２．【表彰／副賞 および参加賞】 

表  彰    各部門、優勝／準優勝／３位のチームへ対して以下が授与されます。 

・主催者（日本ドッヂビー協会）より表彰状 

・協賛社（株式会社ヒーロー）より副賞としてドッヂビーグッズ 

 

参加賞  すべての参加者（選手登録者）に対して以下が贈呈されます。 

① ＝ ㈱ヒーローよりドッヂビーメッシュバッグ 

② ＝ 京王電鉄(株)よりキャラクターグッズ 

③ ＝ その他  
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３．【参加チーム一覧】   9 月 26 日 現在 

 チーム総合計 ： 38 チーム      参加選手総合計 ： 539 名 

 

チーム名称  地域・属性 チーム主構成    人数（子ども） 

➊小学生低学年部門 ５チーム      部門計 82 

1 ファイヤースター 調布市  第三小     16 

2 国領☆トパーズ  調布市  国領小     14 

3 国領☆ハッチ  調布市  国領小     14 

4 ウエストシックス Ｊｒ. 荒川区  尾久第六小    19 

5 柏野アクセルアローズ 調布市  柏野小     19 

 

➋小学生部門  22チーム      部門計 337 

1 三小ビースター  調布市  第三小     14 

2 三日ファイターズ 荒川区  第三日暮里小      13 

3 お茶小ペガシス  文京区  お茶の水女子大学附属小   13 

4 ウエストシックス    荒川区  尾久第六小ほか    20 

5 瑞光バタフライ  荒川区  瑞光小     13 

6 国領☆弱くても勝てまＳ 調布市  国領小        18 

7 国領☆ハイパーソニック 調布市  国領小     19 

8 三小キッズ  調布市  第三小     14 

9 イナズマスター  調布市  第三小     13 

10 Ｍ.Ｄ.Ｃ  武蔵野市 クラブチーム    14 

11 Ｇｕｔｓ 柏木  新宿区  柏木小     16 

12 尾久西ビクティニーズ 荒川区  尾久西小    15 

13 ビクティニーズＭＡＸ 荒川区  尾久西小    16 

14 柏野シューターズ 調布市  柏野小     13 

15 トルネイド柏野  調布市  柏野小     16 

16 武蔵野ハナミズキ  武蔵野市 土曜学校 連合チーム   16 

17 vahul kidｓ  埼玉県  川口市 芝西小ほか   16 

18 稗原魂   神奈川県 川崎市宮前区 稗原小    13 

19 犬蔵イレブン  神奈川県 川崎市宮前区 犬蔵小   17 

20 邑楽町秋妻子ども会 群馬県  邑楽郡邑楽町 高島小   16 

21 ＮＤＣそげキング 足立区  西新井第一小       19 

22 麹町ファイヤーズ  千代田区 麹町小           13 
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チーム名称  地域・属性 チーム主構成   人数（計/小/大） 

➌オープン部門 ６チーム      部門計 78 

1 Ｍ.Ｄ.ＣチームＡ 武蔵野市 クラブチーム  12  5  7 

2 Ｍ.Ｄ.ＣチームＢ 武蔵野市 クラブチーム  16 12  4 

3 ＴＴＶ   北区  ミックスチーム  16 10  6 

4 ＮＤＣベックマン 足立区  クラブチーム  12  2 10 

5 染地・杉森ﾄﾞｯﾁﾞﾋﾞｰﾁｰﾑ 調布市  ミックスチーム  10 6 4 

6 十八兎   品川・川崎 社会人連合チーム 11  0 11 

 

➍ゴールドッヂ ５チーム      部門計 43 

1 ガーザイパン  社会人  ミックスチーム        11 1 10 

2 Happy Campers  社会人  アルティメットチーム    9 0 9 

3 新城 style  高校生  神奈川県立新城高同好会  9 0 9 

4 国際基督教大 WINDS LADY 大学生  フライングディスクチーム 7 0 7 

5 明治大ﾌﾘｰﾌﾗｲﾔｰｽﾞ 大学生  フライングディスクチーム 7 0 7 

４．【参加料とお支払方法】 

参加料   小・中学生     ＝ ＠1,000 円 

一般（中学卒業以上） ＝ ＠2,000 円 

  ・金額は➊～➍各出場部門にかかわらず、参加者様各々の対象年齢による 

一人当たりの金額です。(傷害保険加入費用を含みます) 

 

確定参加料 10月 3 日（金曜日）15:00を以って、各チームの参加料金額を確定と 

させていただきます。 

よって、チーム
．．．

メンバー
．．．．

数
．
の変更
．．．

は 10月 3日 15：00が最終となります。 

 

※【確定参加料】の金額は 10月 7日（火曜日）に協会ホームページに掲出しますので、 

 チーム代表者の方は必ずご確認のうえ、当日お越しいただきますようお願いいたします。 

 

お支払方法 大会当日の朝、受付にてチーム代表者の方より、チーム単位でまとめて 

徴収させていただきます。恐縮ですが、お釣銭の用意はございません。 

あらかじめ【確定参加料】金額ちょうどの現金をご準備ください。 
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（４補足）参加料とメンバー変更について 

●10 月 3 日（金曜日）15:00 以降、メンバーが減少した場合。 

（体調不良、やむを得ない事情等で当日、欠席となるメンバーが出た場合） 

 

各チームの参加料金額は既に 10月 3日に確定とさせていただきましたので、参加料は 

確定額を頂戴いたしますが、参加賞は確定参加料に相当する人数分をチーム代表者の方 

にお渡しいたします。 

 

また、事前に欠席が判明したメンバーの代わりとして、今までにエントリーしていない 

人物を補充することは次項【編成と登録】に合致している前提で容認いたします。 

（補充は必ずおこなう必要はございません） 

 

その変更内容の申告は、協会へあらかじめご連絡をいただく必要はありません。 

当日、受付にて変更したメンバー表を提出していただくことで承ります。 

 

●10 月 3 日（金曜日）15:00 以降、さらにメンバーを追加する場合。 

 できるだけ、多くの方に楽しんでいただきたい趣旨に基づき、すべて、承ります。 

その変更内容の申告は、協会へあらかじめご連絡をいただく必要はありません。 

当日、受付にて変更したメンバー表を提出していただくことで承ります。 

 

 ただし、参加賞をお渡しできる保証は致しかねます。（事前に〆切った時点での数量で 

手配する関係から）なおかつ、参加料は追加人数分を徴収させていただきますので 

あらかじめ御了承のうえ、追加してください。 

 

※当日、メンバー追加があり、確定参加料と実際参加料の金額に差異ある場合、

受付の順序が最後となり、長時間お待ちいただくことがあり得ますので 

あらかじめ、ご了承ください。 
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５．【チーム編成と登録】 

➊【ディスクドッヂ】小学生低学年部門 

  ・原則として小学校 1～3年生の 1チーム 20名まで。 

  ・4年生以上の方は一切、出場できません。 

・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、出場可能とします。 

 

※各チーム代表引率者 1名を登録。 

 

➋【ディスクドッヂ】小学生部門 

・原則として小学生の 1チーム 20名まで。 

・3年生以下の方も出場できます。 

・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、出場可能とします。 

 

※各チーム代表引率者 1名を登録。 

 

➌【ディスクドッヂ】オープン部門 

・年齢不問 1チーム 20名まで。 

・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、出場可能とします。 

 

※衝突等安全確保のため、未就学児の参加はできません。 

※各チーム引率者の登録はありません。 

 

➍【ゴールドッヂ】 

・年齢不問 1チーム 12名まで。 

・ゲームのフィールドプレーヤーは 1チーム 4名。 

・チームの人数が 4名に満たない場合、出場できません。 

 

※衝突等安全確保のため、小学 1年生以下の参加はできません。 

※各チーム引率者の登録はありません。 
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６．【競技方法】 

➊【ディスクドッヂ】小学生低学年部門 

試合時間 ： １試合３分３０秒を前・後半２セット 

予 選  ： ５チームで構成した１リーグ総当たり戦 

 

順位決定 ： ①予選リーグ順位４位ｖｓ５位による４／５位決定戦 

②予選リーグ順位２位ｖｓ３位による３位決定戦 

③予選リーグ順位１位ｖｓ②の勝者による決勝戦 

 

➋【ディスクドッヂ】小学生部門 

試合時間 ： １試合３分３０秒を前・後半２セット 

予 選  ： ４－４－４－４－３－３チームで構成した６リーグ 

 

 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｯﾁ ： 予選６リーグ各３／４位の１０チームを３－３－４の３リーグにて実施 

 

2次予選  ： 予選６リーグ各２位の６チームを３－３の２リーグにて実施 

予選６リーグ各１位の６チームを３－３の２リーグにて実施 

 

順位決定 ： 2次予選２位２リーグの各１位による７位決定戦 

2次予選１位２リーグの各２位による３位決定戦 

2次予選１位２リーグの各１位による決勝戦 

 

➌【ディスクドッヂ】オープン部門 

試合時間 ： １試合３分３０秒を前・後半２セット 

予 選  ： ３－３チームで構成した２リーグ 

 

順位決定 ： 予選リーグの順位により対戦相手を決定したトーナメント戦により 

  ６チーム全ての順位を決定。 

 

➍【ゴールドッヂ】 

試合時間 ： １試合８分、前後半２セット ハーフタイム２分 

予 選  ： ５チームで構成した１リーグ総当たり戦 

 

順位決定 ： ①予選リーグ順位３位ｖｓ４位による３位決定戦 

②予選リーグ順位１位ｖｓ２位による決勝戦 
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７．【競技運営 諸注意事項】 

●対戦に必要な書類について 

・大会のタイムスケジュール／各部門のリーグ対戦表およびトーナメント表は 10 月 7日

（火曜日）に協会ホームページにて掲出することで発表いたします。 

チーム代表者の方は必ずご確認のうえ当日お越しいただきますようお願いいたします。 

大会当日、受付にて代表者の方に出場該当部門の①スケジュール表 ②リーグ対戦表 

③トーナメント表を各１部、配布いたしますがそれ以上の数、必要な場合にはあらか

じめ協会ホームページより、プリントアウトをお願いいたします。 

・各部門の決勝戦について、スターティングメンバー表を提出いただく場合があります。 

詳細は大会当日、お伝えいたします。 

●チーム招集 

次にゲームをおこなうチームは直前試合中に各コートに集合してください。 

開始予定時間にチーム不在の場合、0vs12のスコアで敗者として扱います。 

●審判員 

・審判は協会認定資格者を中心に主催者が決定します。 

・審判の判定に対するクレーム等は一切受付けません。 

・審判の判定結果は、如何なる場合でも覆りません。 

●使用ディスク 

 ＤＢＪＡオリジナル・ドッヂビー270（エコ・ドッヂビー仕様）を全試合において 

使用します。その他、競技関係備品はすべてＤＢＪＡが用意いたします。 

●ウェア／シューズ 

・あらかじめ背番号付き、チーム揃いのウェアを着用してください。 

背番号がない、揃いのウェアがない場合、ドッヂビーオリジナルビブスを主催者より 

貸与しますが、各コートに１セットのご用意ですので複数チームにて着回していただ 

きますことをあらかじめ、ご了承ください。 

・背番号付きの揃いのウェアであっても黒およびオレンジの場合、主審の判断により、

審判やスタッフと干渉すると思われる時にはビブスを着用していただきます。 

・シューズは内履き（体育館用）を必ずご用意ください。 

●小学生部門➊➋の引率 

 受付時にお渡しするＩＤを所持した１チーム２名のみ、引率者がベンチへ入れます。 

試合ごとに複数の方がＩＤを持ち回ることは可能です。 

ＩＤを所持した方について、ベンチサイドにおける写真撮影は可能ですがベンチサイド 

以外のスペースへの立ち入りはご遠慮ください。部門➌➍の引率者の設定はありません。 
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８．【本大会ルール】 

ルール全文はＤＢＪＡホームページに掲出されていますのでご確認ください。 

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が以下項目について、 

本大会ルールとして採用いたします。 

 

●ディスクドッヂのスロー規制について 

 ディスクドッヂ競技は全ての部門において小学生推奨「縦投げ禁止」を採用します。 

 

●審判団 

 ＜ディスクドッヂ＞ 主審＝１名、副審＝１名、線審＝２名、記録員＝１名の５名 

 ＜ゴールドッヂ＞  主審＝１名、副審＝１名、３審＝１名、記録員＝１名の４名 

 

●リーグ戦の順位決定 

本競技会のすべての部門におけるリーグ戦の順位は以下の優先順で決定します。 

１）勝点の大きいチーム 

２）得失点（総得点数マイナス総失点数）の大きいチーム 

３）総得点数の多いチーム 

４）総失点数の少ないチーム 

５）直接対決での勝利チーム 

６）ディスクフリップをおこない、権利を得たチーム を上位とします。 

 

●トーナメントおよび順位決定戦で終了時同点の勝敗決定 

本競技会のすべての部門におけるトーナメントおよび順位決定戦が終了時間時点で同点 

の場合の勝敗はＰＴ（Penalty Throw）戦で決定いたします。 

  

＜全部門、決勝戦のみ延長戦をおこないます＞ 

詳細はリーグ／トーナメント表に記載することで発表いたします。 

 

●レフリータイムアウト 

 本競技会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 

した時、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、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。 
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９．【付帯イベント】 

●ドッヂディスタンス記録会 

実施時間の関係から本大会全部門参加各チームより１名にご参加いただきます。 

当日、受付で配布する記録証および登録書に代表者の方は試技者を選抜してご記入の 

うえ、両証書を持参して実施時間中、参加部門の試合空き時間に会場にお越しください。

時間内にお越しいただけない場合、辞退と判断いたします。 

 

実施会場 ： 第１体育館 

実施時間 ： １２：３０～１３：４０ 

試技方法 ： ひとり１分以内に３投して、最長試投を計測します。 

 

本会の記録は年齢・性別による対象者カテゴリーに基づく日本記録が出た場合、すべて 

正式記録として認定します。（後日、認定証がご自宅に郵送されます） 

カテゴリー詳細およびルールの詳細は協会ホームページをご参照ください。 

 

 参加各チームより１名の試投が終了後、時間の余裕がある場合、一般の方々への体験 

 試投を予定しています。当日、ご案内をいたしますのでご希望の方はご参加ください。 

 

●ゴールドッヂ／ディスゲッタードッヂ体験会 

無料にて実施します。参加選手のみならず、観戦来場者の方々にもご参加いただけます。 

運動しやすい服装、体育館用シューズ、タオルなど運動用具をご持参のうえ、奮っての 

ご参加をお待ちしています。 

 

実施会場 ： 第１体育館 

実施時間 ： １４：００～１４：５０ 

 

＜ゴールドッヂ＞ ＝ ディスクドッヂ参加選手を想定したルールや技術指導会です。 

 

＜ディスゲッタードッヂ＞ ＝ 的当てゲームですので、老若男女にかかわらず、観戦

来場者など、どなたでも手軽にできる体験会です。 

ドッヂビーディスクのおもしろさをご体験ください。 

 

※誠に恐縮ですが、付帯イベントは当日の進行状況によって予告なく、中止および短縮と 

なる場合があり得ますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 
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10．【全体タイムスケジュール】 

8：30 ～  会場入場開始  ※8:30以前に会場への入場はできません。 

 

8：30 ～ 9：20 参加チーム受付(チーム代表者の方は受付をお願いします) 

 

※受付後、開会式の開始 10分前（9：20）までの間、第 2体育館にてウォーミングアップ 

をおこなうことができますが、この時間帯に起きたチーム間でのトラブル等には主催者 

は一切感知できませんので、あらかじめご了承のうえでの使用をお願いいたします。 

 

9：30 ～  9：50 開会式  全選手／引率者２名は第 1 体育館に整列を願います。 

 

10：00 ～ 12：24 予選リーグ対戦 （10：00 第 1試合スローオフ） 

※11：30～14：00に試合の空き時間を見計らい、所定の場所にてお食事をおとりください。 

＜12：30 ～ 13：40＞ 付帯イベント ドッヂディスタンス記録会 

 

13：12 ～ 15：24 予選リーグおよびトーナメント／順位決定対戦 

＜14：00 ～ 14：50＞ 付帯イベント ゴールドッヂ／ディスゲッター体験会 

 

15：24  ～  16：24 各部門決勝対戦 （16：12 最終試合スローオフ） 

 

16：35  ～  17：00 表彰式・閉会式 全選手およびご希望の方は整列してください。 

 

17：00 (予定)  解散 

 

11．【チーム控スペースと観戦について】 

各チ―ムの控スペース／荷物置場としてホワイエにチーム専用スペースを設けますので、 

ご利用ください。ホワイエの位置は最終ページの図面を、専用スペース位置はチーム名称

を記入した紙をスペースに張付けておきますので、ご参照ください。 

なお、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。 

 

会場の関係で決して広くはなく観戦スペースは限られております。 

各チーム関係者の皆様は交代で譲り合っての観戦を宜しくお願いいたします。 
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12．【諸注意事項】 

●会場関係 

・正門よりお越しください。 

・ご来校の際は必ず上履き及び下足袋をご持参ください。（スリッパの貸出しはありません） 

・体育館アリーナでの飲食は禁止です。（指定の場所でお願いいたします） 

・体育館アリーナには観戦者は指定場所以外には入れません。 

・更衣室は第１体育館の前に男女共にご用意があります。 

・トイレは校内の３か所を使用することができます。 

 

◆ここでしか、購入できないドッヂビーグッズの特設売店が設置されます。 

 

●飲食関係 

・校内の食堂は営業時間 11：30～14：00にてご利用が可能です。 

食堂のメニューと金額は 10月 7日（火）に協会ホームページへ掲出します。 

 

・カフェテリアおよび多目的室で持参したお弁当を食べることができます。 

食堂へ持参したお弁当の持込みはご遠慮ください。 

 

・持ち込まれましたゴミは各自、必ずお持ち帰り下さいますよう、お願いいたします。 

校内に設置されたゴミ箱は使用できません。 

 

●雨天時について 

 本大会すべての試合は、屋内（体育館）でおこなわれますので予定通り、集合をお願い 

いたします。 

 

●安全管理 

 大会参加者全員について傷害保険に加入しております。 

 傷害保険は大会の往復時もカバーしております。 

 大会期間中、けが等の対応は薬箱による応急処置程度までとなりますので、あらかじめ 

ご承知おきください。 

 

●写真／映像の撮影およびその後日使用について 

本大会に参加されるすべての方について、関係するすべての団体がその目的のために 

写真／映像の撮影をして大会終了後、使用することの許諾をいただいた前提でのご参加 

となりますことを、あらかじめご確認ください。 
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13．【交通のご案内】 

＜徒歩のご案内＞   京王線西調布駅より徒歩 約 18分  

・会場に駐車場がないことから車両（バイク含む）は厳禁とさせていただきます。 

また、近隣が住宅地であることから、送迎による一時駐車ついてもご遠慮いただきたく、

何卒、宜しくお願いいたします。 

・自転車での来場は可能ですが、できるだけ路線バスまたは徒歩での来場をお願いします。 

＜路線バスのご案内＞  小田急・京王バス 

「大沢コミュニティセンター」または「調布中学校」下車 徒歩約 3分 

京王線 調布駅 北口よりバス約 10分 

□京王バス    武 91「試験場経由武蔵小金井駅北口」行 （乗り場 12） 

△小田急バス  境 91「武蔵境駅南口」行   （乗り場 11） 

△小田急バス  鷹 51「三鷹駅」行    （乗り場 11） 

△小田急バス     調 40「調布飛行場」行    （乗り場 11） 

中央線 武蔵境駅 南口よりバス約 20分 

△小田急バス  境 91「狛江駅北口」行    （乗り場３） 

 中央線 三鷹駅 南口よりバス約 30分 

△小田急バス  鷹 51「調布駅北口」行    （乗り場２） 

小田急線 狛江駅 北口よりバス約 30分 

△小田急バス  境 91「武蔵境駅南口」行   （乗り場２） 

チーム単位でバスをチャーターして 

お越しになる場合、あらかじめ 

ＤＢＪＡへご連絡を下さるよう、 

お願いいたします。 
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14．【会場全体図】  
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