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貴殿におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

第５回山梨県ドッジボール選手権大会が本年も開催される運びとなりました。大会はファイタ

ーズリーグ（１２人制）と、チャレンジリーグ（８人制）で行います。ファイターズリーグの優勝を含

めた上位４チームは、１２月１４日（日）に埼玉県熊谷ドームで開催される関東選手権に出場でき

ます。 

試合は全て日本ドッジボール協会公式ルールで行います。内容は別紙の大会要項をご確認

下さい。 

参加チームの出場費は、ファイターズリーグは８，０００円（内訳・参加費５，０００円、日本ドッ

ジボール協会登録料２，０００円、山梨県ドッジボール協会登録料１，０００円）、チャレンジリーグ

は４，０００円（内訳・参加費３，０００円、山梨県ドッジボール協会登録料１，０００円）を徴収いた

します。本年度、既に協会主催の大会に出場し、各登録料を納めて頂いたチームは、参加費の

み（ファイターズリーグ５，０００円、チャレンジリーグ３，０００円）となります。 

是非チームを編成してご出場し、素晴しい経験と、思い出づくりをして頂きたいと思います。多

くのチームのご参加をお待ちしています。参加希望チームは別紙の参加申し込み用紙にご記入

の上、事務局までお送り下さい。 

山梨県ドッジボール協会ＨＰ（http://ydba.ojaru.jp/）でも、大会案内を掲載していますので、ご

利用下さい。 

 

                          記 

 

大 会 名 称   第５回山梨県ドッジボール選手権大会 

開  催  日    平成２０年１０月５日、日曜日 

会      場   小瀬スポーツ公園 武道館 

主      催   山梨県ドッジボール協会 

後      援   日本ドッジボール協会 

山梨県教育委員会（予定） 

甲府市教育委員会（予定） 

山梨日日新聞社 山梨放送（予定） 

 

申し込み、問い合わせ先 

   〒４００－０３３４  

山梨県南アルプス市藤田１７３５－５ 

山梨県ドッジボール協会 事務局、 深沢 生人 

携帯℡ ０９０－４７２６－５７７４  fax ０５５－２８３－７３７３、  

Ｅ－mail mana@beige.ocn.ne.jp   携帯 fkswnrht.@docomo.ne.jp 

問い合わせがございましたら、いつでも遠慮なくご連絡下さい。 

 



              大会要項                    
（1） 大  会  名    第５回山梨県ドッジボール選手権大会 

（2） 開  催  日    平成２０年１０月５日（日） 

                受付時間 ８：００～８：３０厳守 

（3） 会      場   小瀬スポーツ公園 武道館 

（４） 主      催   山梨県ドッジボール協会 

（５） 後      援   日本ドッジボール協会 

山梨県教育委員会（予定） 

甲府市教育委員会（予定） 

山梨日日新聞社 山梨放送（予定） 

（６）参 加 資 格   平成２０年４月現在、小学校３～６年生の男女で構成されたチーム 

               （男女混合可、３年生単独チームは不可） 

                選手全員が傷害保険に加入していること。 

               ファイターズリーグ １２人制 

選手登録１２～２０名、日本ドッジボール協会の登録チームであること。 

チャレンジリーグ  ８人制 

                選手登録８～１５名。 

（７）表      彰   優勝を含む上位３チームを表彰する。 

                ファイターズリーグの上位４チームは１２月１４日（日）に埼玉県熊谷ドームで開

催される関東選手権大会の出場権を獲得する。（交通費及び、宿泊費はチー

ム負担となります） 

（８）出  場  費    ファイターズリーグ８，０００円（内訳・参加費５，０００円、日本ドッジボール協会

登録料２，０００円、山梨県ドッジボール協会登録料１，０００円） 

チャレンジリーグ４，０００円（内訳・参加費３，０００円、山梨県ドッジボール協会

登録料１，０００円） 

本年度、既に協会主催の大会に出場し、各登録料を納めて頂いたチームは、

参加費のみ（ファイターズリーグ５，０００円、チャレンジリーグ３，０００円）となり

ます。 

出場費は大会当日、受付時にお願いします。 

（９）競 技 方 法   日本ドッジボール協会公式ルールで行う。 

                 予選リーグの組み合わせは、監督者会議時に抽選で決定する。 

（１０）申込み方法    平成２０年９月２２日（月）迄に参加申し込み用紙、メンバー表を事務局までお送

り下さい。提出後のメンバー変更については監督者会議に再提出して下さい。 

（１１）監督者会議    平成２０年９月２６日（金）、午後７時００分から 

   組合せ抽選会      甲府市東部市民センター ２階会議室 

甲府市和戸町９５５－１  ℡ 055-235-0611 

（１２）注 意 事 項    必ず責任者（成人）の方の引率の元で行動して下さい。 

                競技中に負傷した場合、主催者は応急処置を致しますが、その後の責任は負

いません。 

               閉会式まで参加して下さい。 

                プラカードは、各チームで作成してください。（板・巾６０ｃｍ×高さ２０ｃｍ。柄・２

５角程度、長さ・８０～９０ｃｍ程度） 

試合ボールはミカサ、モルテンを併用します。 



第５回山梨県ドッジボール選手権大会 

大会スケジュール 

 

８：００   開場、受付開始 ８：００～８：３０ 

 

８：１０～８：５５ チーム練習時間（ボール使用可能） 

          ８：１０～８：３０ ファイターズリーグ〔A リーグ〕 

                    チャレンジリーグ 〔Ｃリーグ〕 

          ８：３５～８：５５ ファイターズリーグ〔Ｂリーグ〕 

                    チャレンジリーグ 〔Ｄリーグ〕 

 

９：００   監督者会議 

 

９：１０   開会式 （各チームプラカードを先頭に合図にて入場） 

 

・ 開会宣言 

・ 主催者挨拶 

・ 競技上の注意 

・ 選手宣誓  

 

  ９：３０   競技開始 

 

 １６：００   競技終了 

 

 １６：１０   閉会式 

・ 大会総評 

・ 成績発表 

・ 表彰式 

・ 閉会宣言 

 

 １６：３０   大会終了、解散 

 

※ 昼食の時間を特に設けていませんので、各チーム、試合スケジュールを確認し、昼食をとっ

て下さい。 

※ 時間はすべて予定です。当日の競技運営により変更になる事が有ります。 

 



                    競技方法                         

 

１） ルールは日本ドッジボール協会公式ルールで行う。 

２） １セット５分とし、予選リーグ、決勝トーナメント、全てランニングタイムで行う。 

３） 予選リーグ    ：  ５分、１セットのリーグ戦を行い、勝ち点の合計で順位を決定する。 

                 勝ち点＝勝ち：２点、引き分け：１点、負け：０点 

                尚、勝ち点の合計が同じ場合は以下の順位で決める。 

                ① 各試合終了時の味方内野人数の合計が多いチーム。 

                ② 直接対戦の勝者。 

                ③ 各試合終了時の相手内野人数の少ないチーム。 

                ④ 決定戦（５分、１セットマッチ）を行う。 

４） 決勝トーナメント ：  ファイターズリーグは１回戦、３位決定戦は５分、１セットマッチを行い、２回

戦、準決勝、決勝は５分、３セットマッチ（２セット先取）とする。 

３セットマッチはセット間に２分間のインターバルを設ける。 

チャレンジリーグは準決勝まで５分、１セットマッチを行い、決勝は５分、３

セットマッチ（２セット先取）とする。 

                 内野人数が同数の場合はサドンデスを行い勝敗を決める。 

５） チーム構成  ： ファイターズリーグ １２人制 

                 選手エントリーは１２～２０名、試合出場選手は１２名。 

                 監督、コーチ、マネージャー各１名（成人）。兼任可。 

                 （日本ドッジボール協会登録メンバー） 

                 エントリーメンバー（監督等含）は関東選手権終了まで変更出来ません。 

                 ベンチ入り可能人数は選手２０名、監督等３名、計２３名まで。 

              チャレンジリーグ ８人制 

                 選手エントリーは８～１５名、試合出場選手は８名。 

                 監督、コーチ、マネージャー各１名（成人）。兼任可。 

                 ベンチ入り可能人数は選手１５名、監督等３名、計１８名まで。 

６）  試合中の選手交代は認めません。ただし、試合中の怪我については選手交代出来ます。 

７）  試合中の怪我で選手が交代せずにベンチに戻った場合、その選手は復帰出来ません。その試

合は１人足りない状態で続行出来ますが、次の試合に規定人数が揃っていない場合は不完全チ

ームとなり負けとなります。（ファイターズリーグ・０対１１、チャレンジリーグ・０対７） 

８）  試合中、ベンチの監督、コーチ、マネージャーが退場・失格で成人がいなくなった場合、その    

チームは不完全チームとみなし、不戦勝とし、ファイターズリーグは内野人数０対１１、チャレンジ

リーグは内野人数０対７とする。 

９）  フェアプレイ精神に則り試合に臨むこと。特にベンチ及び選手が試合中に審判に抗議したり、相

手チームを中傷、挑発するような言動とることは厳禁とする。 

１０） 試合の審判に対する抗議は一切認めません。 

１１） 試合ボールは、予選リーグ７試合までミカサ、予選リーグ８～１４試合をモルテンとし、決勝トー

ナメントはモルテンとします。 

 



諸注意事項 

１．大会受付 

  平成２０年１０月５日（日）午前８：００～８：３０です。 

       小瀬スポーツ公園武道館、２階入り口にて行います。 

   時間厳守でお願いします。 

   開場は午前８：００です。 

   運営スタッフの集合時間は午前８：００です。１階入り口からお入り下さい。 

２．服装について 

    参加選手はスポーツが出来る服装で、競技場内は選手、監督以下、フロアーに入る

人は必ずゴム底のシューズを履いて下さい。 

入場者全ての方は上履き、靴入れを用意し、２階入り口で履き替えて下さい。 

３．ウォーミングアップについて 

    会場周辺、駐車場、及び会場内でのボール使用は禁止です。開場から開会式までの

時間に、競技場内でボールを使っての練習を各チームとりますので、決められた時

間を守り、譲り合いでお願いします。競技開始からは会場内外、全ての場所でランニ

ング及びボール使ったアップは禁止とします。試合前後のストレッチは許可します。 

４．健康管理について 

   体調不良の選手が無理に出場する事の無いようにご注意下さい。 

   競技中に選手がケガをした場合、応急処置は行いますが、主催者はその後の責任

は負いませんのでご了承下さい。 

５．手荷物、貴重品の管理について 

  各チーム盗難等に注意し、各自で管理をお願いします。 

６・試合中の禁止行為について 

   相手を中傷したり挑発する様なガッツポーズ等の行為は禁止です。 

     審判の許可なく監督、コーチ等や控え選手がコートに入る事は出来ません。 

    ※審判に対する抗議は一切認めません。  

 ７・持ち込み禁止物について 

     ベンチへメガホン等の応援グッズの持込と観客席での太鼓、笛、ラッパ等 

を使っての応援は禁止とします。うちわは許可します。 

 ８・その他 

     本大会は各チームの協力により開催されます。大会注意事項と運営スタッ 

フの指示は厳守して下さい。 

     各チームでゴミの持ち帰りを徹底して下さい。応援席の下にもご注意して 

下さい。 

 フラッシュを使っての写真撮影は禁止します。 

 

 



第５回山梨県ドッジボール選手権大会 

 参加チーム一覧 

ファイターズリーグ 代表者名 市町村 

１ 北麓ファイターズ 馬場 信栄 富士河口湖町 

２ 北麓サーパス 馬場 信栄 富士河口湖町 

３ 北麓ファインキッズ 馬場 信栄 富士河口湖町 

４ 竜北ドラゴンフェニックス 片山 義隆 甲斐市 

５ ドラゴンフェニックス Jr 片山 義隆 甲斐市 

６ ツナマヨネーズ 深沢 生人 南アルプス市 

７ ツナマヨフェローズ 深沢 生人 南アルプス市 

８ 大国ＳＴＡＲＳ 柿木 寛之 甲府市 

 ９ ＩＳＥファイターズ 椿田 忠彦 甲府市 

チャレンジリーグ 代表者名 市町村 

１ 山城ファイターズ 牧野 美治 甲府市 

２ 石和西ファイターズ 髙野 祐子 笛吹市 

３ ザ・ヤガちゃんズ 横森 勝仁 韮崎市 

４ 挑戦ファイターズ 石川 公司 南アルプス市 

５ 大国ボンバーズ 柿木 寛之 甲府市 

６ 春日居ガッツボーイズ 標 哲也 笛吹市 

７ 春日居Ｊｒファイターズ 標 哲也 笛吹市 

 ８ 山城 Sports ファイターズ 望月富士男 甲府市 

 

 



個人情報の取り扱いについて 

 

日本ドッジボール協会への登録にあたって、ご登録頂きました個人情報は、日本ドッジボ

ール協会（以下、協会）が責任をもって管理いたします。 

また、登録頂きました個人情報は、協会に加盟する都道府県ドッジボール協会と共同管

理いたします。 

 

●個人情報の利用目的： 

ご登録いただきました個人情報は、協会が以下の情報提供をする目的で使用いたしま

す。（大会の連絡・ドッジボール関連の情報提供、協会が承認したスポンサーのキャンペ

ーンの案内・協会が承認したスポンサーの広告配布） 

 

●個人情報の第三者提供： 

協会は、大会開催の為に必要な情報を、共催者や運営会社に通知する場合を除き、登

録頂いた個人情報を本人の承諾無く、第三者に開示することはありません。 

 

●個人情報に関するお問い合わせ先： 

  日本ドッジボール協会 TEL 03-5776-1830 

（月～金曜日 １０：００～１８：００ 祝日は除く） 
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