富士シティオ＆スリーエフ カップ
第 25 回全日本ドッジボール選手権 神奈川県大会
大 会 要 項
1．目 的 子供達の心身の健全な発達の為、参加しやすいスポーツとしてのドッジボールを
競技として確立し、県内交流を深める事を目的とする

2．主 催 神奈川県ドッジボール協会
3．主 管 第 25 回全日本ドッジボール選手権神奈川県大会実行委員会
4．後 援 一般財団法人日本ドッジボール協会・神奈川県・神奈川県教育委員会
相模原市教育委員会・テレビ神奈川・神奈川新聞社

公益財団法人 相模原市まち・みどり公社 （以上予定）
5．特別協賛 富士シティオ株式会社 株式会社スリーエフ
6. 協 賛 ドッジファン
7. 日 時 平成 27 年 7 月 5 日（日） 9:00～18:00 9:30 開会式 10:00 試合開始
※受付は 9:00～9:20 に済ませて下さい

8．会 場 相模原市立総合体育館
相模原市南区麻溝 2284-1

Tel.042-748-1782

9. 出場区分 ・神奈川県協会所属 D-1 登録チーム
10．競技方法 ・試合は予選リーグ戦を経て、決勝トーナメント方式にて行う
・予選リーグの組合せは代表者会議時に決定する

11. 競技規則
１）
ルールは、一般財団法人日本ドッジボール協会(以下、日本協会と略す)公式ルール
による。
２）

試合球はモルテン「MSDB」・ミカサ「MG-JDB」公認球を同時使用する。

３）

チーム編成は次の通りとする。
１．出場選手は日本協会登録メンバー(最大 20 名)の中からエントリーした 12～20 名までとする
(試合はエントリーメンバー中の 12 名で行う)。
２．監督・コーチ・マネージャーは各 1 名（成人）とし、試合中 1 名は必ずベンチに位置しなけ
ればならない。又、退場・失格等でベンチに成人がいなくなった時点で、そのチームを「不
完全チーム」とみなし、その試合を不戦敗とする。
３．ベンチ入り可能人数は、選手 20 名、監督、コーチ、マネージャーの 3 名。計 23 名以内と
し、競技フロアの入場可能者も当該メンバーに限定する(体育館シューズ着用）。
4. 出場チームは、必ず日本協会のユニホーム規定に準じて背番号入りのユニホーム及びパンツ
も同一のものを着用する事

４）

今大会は次のように試合を実施する。
５分３セットマッチ：準決勝、決勝戦（実働制）

５分１セットマッチ：上記以外の試合但し、参加チーム数により変更する場合もあ
る。

５）

予選リーグでは、勝ち点制（勝ち：２点、引き分け（試合終了時、内野が同数の場

合）：１点、負け：０点）を採用して順位を決定し、上位 2 チームが決勝トーナメントヘ
進出する。尚、勝ち点が同じ場合は、次の規則により順位を決定する。
①各試合終了時の味方内野人数の合計が多いチームを上位とする
②直接対戦の勝ちチームを上位とする
③各試合終了時の相手内野人数の合計が少ないチームを上位とする
④決定戦(５分１セットマッチ)を行う
６）

決勝トーナメントでは、セット終了時に同数の場合はサドンデスゲーム（セット終

了時のままでジャンプボールをし、最初にアウトを取ったチームの勝ち）によって勝敗
を決定する。
７）

審判への抗議及びアピールは一切認めない。

12．表 彰 優勝チーム及び上位入賞チームを表彰する
※優勝チームは、8 月に静岡県エコパアリーナで開催される第 25 回全日本
ドッジボール選手権全国大会に神奈川県代表として推薦する。
（但し、マナー等の違反があつた場合はこの限りではありません）

13．参 加 費 １チーム 4,000 円(同チームから２チーム以上出場の場合は２チーム目以降は
3,000 円とします。)

14．そ の 他
1）

必ず責任者及び保護者が引率して下さい。引率者がいない場合は放棄とします。

2）

天侯等の理由により大会スケジュールの変更や大会を中止する場合があります。

尚、大会中止の場合、大会に係る費用の一部をご負担頂く場合がありますので予めご了
承願います。また、お弁当を注文された場合も同様に一部ご負担をお願いする場合があ
ります。
3）

受付時間内に必ず受付を済ませて下さい。間に合わない場合は不戦敗とします。

4）

参加チームはプラカードを用意して下さい。

5）

当日、出場選手が 12 名未満となった場合でも試合をすることができます。 但し、

試合結果はルール通り不完全チームとして 11-0 の負けとなります。
6）

観客席が少ない為ご迷惑をお掛けしますが各チーム協力して応援して下さい。

7）

アリーナ（試合フロア）へ降りる方は内履き（体育館シューズ）が必要です。

観覧席へは外履のままで入場できます。
アリーナへ入る時は１Ｆアリーナ出入口で内履きへ履き替え、観覧席へ戻る時には外履
きに必ず履き替えて下さい。※大きなビニール袋を協会で用意しますので、脱いだ靴は
各チームで管理して下さい。下駄箱は利用できません。

8）
スタッフとして参加する方も必ず内履きを用意して下さい。 9）次の行為は一般利
用者へ不快感を与えたり迷惑をかけたりしますので絶対にしないよう
お願いします。
・室内外通路を占拠してのミーティングや気合入れなど
・施設内外での必要以上に大きな声の指導
・公的秩序に反する言動
・共有スペースへブルーシート等による占領 など
※施設内にはドッジボール以外の利用者もいらっしゃいます。大人として指導者として
常識あるマナーと行動の励行をご指導願います。
10）

大会参加にあたって選手の健康管理に十分留意して下さい。
大会開催中の負傷・疾病については応急手当のみ行い主催者はその責任を一切負いませ
ん。（参加者は保険証を持参することが望ましい）

11）

昼食は、大会スポンサーである富士シティオのお弁当をなるべくご注文下さい。注

文方法は準備が整い次第、KDBA ホームページにてご案内いたします。
12）

ゴミは各自で持ち帰って下さい。(ゴミ袋は各自で用意して下さい)

13）

閉会式にも必ず参加して下さい。

14）
競技フロア以外でのボールの使用は禁止です。使用したチームは出場停止処分とし
ます
※相模原市総合体育館の関連施設内（公園・グランド等）を含みます
15）

会場への早すぎる到着(駐車場開門時間前)による路上待機は他の交通の妨げになり

ますのでご遠慮願います。
16）
競技中にストロボ(フラッシュ)を使用しての写真撮影は選手に危険が及ぶ恐れがあ
りま
すので禁止します。ストロボは必ず OFF で使用して下さい。開会式、閉会式はこの限り
ではありません。
17）
予選リーグまでは神奈川県協会が準備したスポンサー入りのビブスを着用して頂き
ます。
決勝トーナメントでは、規定の背番号入りのユニホームで競技して頂きます。

15．申込方法
１）

大会参加申込書を 平成 27 年 6 月 1 日(月)必着 にて事務局へ郵送して下さい

２）

平成 27 年 6 月 1 日（月）までに払込取扱票を利用し郵便局から振込んで下さい

＊振込取扱票の通信欄にチーム名を入れて下さい
＊兄弟チーム及び代表者が同じ D-1/D-1G の場合に限り一括振込みで構いません
．．．．．．．．．．．
３）
平成 27 年 5 月 1 日～平成 27 年 6 月 30 日（火） の期間中に JDBA チームサイト
よ
．．．．．．．．．り大会のエントリーをして下さ
い

※１と２の確認後、代表者会議・組合せ抽選会の案内を郵送します。
※大会参加申込書到着後は、大会参加する/しないにかかわらず参加費を徴収致しま
すので予めご了承下さい。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

重要 大会エントリーについて

＊＊＊＊＊＊＊＊平

成２7 年 5 月 1 日～平成２7 年 6 月 30 日の期間中に、ＪＤＢＡチームサイ
トより当大会のエントリーを済ませないと、参加することはできません。
ＪＤＢＡチームサイトの当大会のエントリー画面は、6 月 30 日を持ってク
ローズされますのでご注意下さい。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
16．申 込 先

〒210-0827 川崎市川崎区四谷下町 26-14 鍛治栄一 方神奈川県ドッジボー
ル協会 事務局

TEL/FAX 044-287-7669
17. 振込先

郵便振込 口座記号 00230-9 口座番号 111223 加入者名 鍛冶栄一

18. 代表者会議・組合せ抽選会について
日 時 ： 平成 27 年 6 月 21 日（日） 13:30 ～ 16:00（予定）場
所 ： 未定（決定次第ＨＰでお知らせします。）詳しくは、参加
決定通知をご覧ください

個人情報の取り扱いについて
一般財団法人日本ドッジボール協会（以下、協会）へのチーム登録にあたって、ご登録頂き
ました個人情報は、協会が責任を持って管理致します。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致します。
※個人情報の利用目的：
ご登録いただいた個人情報は協会が以下の情報提供する目的で使用致します（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。
※大会で撮影した写真は、神奈川県協会のホームページに掲載させていただきます。

