
    

 

開催日開催日開催日開催日    ：：：：    平成２平成２平成２平成２４４４４年年年年２２２２月月月月５５５５日（日（日（日（日日日日））））    

会会会会    場場場場    ：：：：    小瀬スポーツ公園小瀬スポーツ公園小瀬スポーツ公園小瀬スポーツ公園    武道館武道館武道館武道館    

 

 

    

≪特別協賛≫≪特別協賛≫≪特別協賛≫≪特別協賛≫    

◎株式会社◎株式会社◎株式会社◎株式会社    坂本建運坂本建運坂本建運坂本建運    

◎オンディーヌ甲府店・美容室＆写真館・夢咲◎オンディーヌ甲府店・美容室＆写真館・夢咲◎オンディーヌ甲府店・美容室＆写真館・夢咲◎オンディーヌ甲府店・美容室＆写真館・夢咲 
 

 

大会大会大会大会概要概要概要概要    

大 会 名 第２１回春の全国小学生ドッジボール選手権大会山梨県予選会 

開 催 日 平成２４年２月５日（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 

特 別 協 賛 

日本ドッジボール協会 

株式会社 坂本建運 

オンディーヌ甲府店・美容室＆写真館・夢咲 

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２月２６日（日）、ぐんまアリーナ（群馬県）で開

催する関東大会の出場権を獲得する。 

競 技 方 法 日本ドッジボール協会公式ルールで行う。 

チャレンジリーグに限り、一部ローカルルールを適用する。 
 

 

  

  

  

  

  



  

大会組織一覧大会組織一覧大会組織一覧大会組織一覧 

●大会役員  

大会会長 仁ノ平尚子（山梨県ドッジボール協会 会長） 

大会副会長 園田 重明（山梨県ドッジボール協会 副会長） 

●大会実行委員会 

実行委員長 近藤 文夫（山梨県ドッジボール協会 理事長） 

実行委員 椿田 忠彦、佐久間 哲雄、深沢 生人、井出 公夫、青木 洋、 

馬場 信栄、横森 勝仁、     以上、山梨県ドッジボール協会理事 

●大会事務局  

事務局長 深沢 生人（山梨県ドッジボール協会） 

総   務 井出 公夫（山梨県ドッジボール協会） 

●大会競技役員 

競技委員長 佐久間 哲雄（山梨県ドッジボール協会） 

審判員 日本ドッジボール協会公認審判員 

●大会スタッフ 参加各チームにて協力 

大会スケジュール 

９：００ 

 

  

 

９：３５ 

９：４５ 

 

 

 

 

１０：００ 

１２：２５ 

１３：００ 

１５：３０ 

１５：４０ 

  

 

 

       

１６：００ 

 

開場 

受付時間 ９：００～９：２０ 

チーム練習時間９：１０～９：３０ 

〔全チーム〕（ボール使用可能） 

監督者会議 

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 

競技（予選リーグ）開始 

休憩 予選リーグ終了・結果発表 

競技再開 決勝トーナメント 

競技終了 

閉会式 

・ 成績発表 

・ 大会総評 

・ 表彰式 

・ 閉会宣言 

大会終了、解散 

 

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。 

 

 



競技方法競技方法競技方法競技方法    

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 ：  全チームが決勝トーナメントへ進む。 

ファイターズリーグは全て５分、３セットマッチ（２セット先取）とする。

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全て５分間１セットマッチを行う。 

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 

日本ドッジボール協会 Ｄ－１登録チーム 

エントリーメンバー（監督等含）は関東大会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。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。

そのセットは１人足りない状態で続行出来ます。 

また、ファイターズリーグでは、試合開始時に規定人数が揃っていない場合は不完全チー

ムとなり０－１１で負けとなります。 

チャレンジリーグは人数が８人揃わない場合でも試合続行を認め、終了時の内野人数で

勝敗を決めます。１、２年生を出場させる場合は試合の状況を確認し慎重に出場を決めて

下さい。 

ファイターズリーグとチャレンジリーグのＷエントリーは認めますが、ファイターズリーグの試

合に出場した選手のチャレンジリーグへの出場は認めません。 

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。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。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。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。試合の審判に対する抗議は一切認めません。試合の審判に対する抗議は一切認めません。試合の審判に対する抗議は一切認めません。 



諸注意事項諸注意事項諸注意事項諸注意事項    

１．大会受付 

平成２４年２月５日（日）９：００～９：２０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。 

参加チームは大会出場費を受付にお渡し下さい。 

ファイターズリーグ出場チームはプラカードを受付にお渡し下さい。 

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、応急手当は行いますが、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。審判に対する抗議は一切認めません。審判に対する抗議は一切認めません。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。 

チャレンジチームのプラカード（パウチ）は主催者側で用意します。 

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。 

 

 



参加参加参加参加チーム一覧表チーム一覧表チーム一覧表チーム一覧表    

ファイターズリーグ 代表者名 市町村 

１ ツナマヨネーズ 深沢 生人 南アルプス市 

２ ＩＳＥファイターズ 近藤 文夫 甲府市 

３ ドラゴンフェニックス 片山 義隆 甲斐市 

４ 北麓サーパス 馬場 信栄 富士河口湖町 

５ 北麓ファイターズ 馬場 信栄 富士河口湖町 

 

 

チャレンジリーグ 代表者名 市町村 

６ 北麓ファインキッズ 馬場 信栄 富士河口湖町 

７ 増穂ＤＳＴ２ 川口 葉紀 富士川町 

８ ドッチ池田ビクトリー 古賀 美香 甲府市 

９ ドリームキング 野中 成憲 南アルプス市 

１０ ドラゴンファイターズＶ 駒井 敬子 甲府市 

１１ ドッチ山城ファイターズ 小池 実子 甲府市 

１２ ホワイトソックス 宮城 雅子 甲府市 

１３ 双葉東 新谷 敏春 甲斐市 

１４ ドラゴンフェニックスＪｒ 片山 義隆 甲斐市 

 


