第１８回春の全国小学生ドッジボール選手権茨城県大会
県央・県南地区予選・県大会 大会要項
１．期日、会場

県央地区予選
平成２１年１月１８日（日）
西部総合公園体育館
常陸大宮市工業団地２５
県南地区予選
平成２１年２月１日（日）
牛久市運動公園 体育館
牛久市下根町１４００

県大会（県央・県南地区の上位８チームが出場）
平成２１年２月１４日（土）
石岡市運動公園体育館
石岡市南台３―３４―１
２．時

間

８：３０〜１７：００
※受付は８：３０〜９：００までに済ませてください。

３．主

催

茨城県ドッジボール協会

４．後

援

日本ドッジボール協会・茨城県教育委員会・茨城新聞社
茨城県子ども会育成連合会（以上予定）

５．競技種目

(1)チャンピオンシップの部
関東大会、全国大会出場を目指すチーム。
地区予選の上位８チームは県大会への出場権を得る。
表彰は上位４チーム。
(2)フレンドリーの部
県大会までを目指し、ドッジボールを楽しむチーム。
地区予選の上位８チームは県大会への出場権を得る。
表彰は上位４チーム。

６．競技方法

(1)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。
詳細につきましては、組合せ抽選会でお知らせいたします。
(2)予選リーグ・県大会リーグの組合せは、１月１０日（土）
組合せ抽選会で決定する。

７．競技規則

(1)ルールは日本ドッジボール協会公式ルールに則る。
(2)今大会は、制限時間を設けて下記のように試合を実施する。
予選リーグは５分１セットマッチ
決勝トーナメント
５分 1セットマッ チ。ただ し、準決 勝・決勝は ５分３セ ット

マッチ（２セット先取）。県大会は、準々決勝も３セットマ
ッチとする。
(3)チームの構成は下記のとおりとする。
1.出場選手は１２名〜２０名までとする。
（試合はエントリーメンバーの中の１２名で行う）
尚、 今回チ ャンピ オン シップ の部に エント リーし たメ ンバ
ーは全国大会終了まで変更できない。
2.監督・コーチ・マネージャーは、各１名までとする。
3.試合中ベンチに必ず成人が１名以上いなければならない。
いなくなった時点で、そのチームは棄権とする。
(4)競技フロアに降りることができるのは、選手（控え選手含む）
２０名まで とし監督・コーチ・マ ネージャー３名の最大２ ３名
までとし、 競技フロアに降りる場 合は、ゴム底の体育館シ ュー
ズの着用を義務付ける。
(5)予選リーグ では勝ち点制 を採用して順位 を決定し、全 チームが
決勝トーナメントへ進出する。
（勝ちを２点・引分けを１点・負けを０点とする）
勝ち 点の合 計点 数が 同じ 場合は 、各 試合 終了時 の味 方内 野人
数 合計 が多 いチ ーム ・直 接対 決の 勝者 ・各 試合 終了 時の 相手
内野人数の少ないチームの順で上位を決定する。
それでも決まらない場合は決定戦を行う。
(6)決勝トーナメントでは、各セットごとに勝敗を決し、 ３セット
マッチでは最初に２セットを先取したチームの勝とする。
セ ット終 了時に 内野人 数が 同数の 場合に は、１ 分間の 延長 戦
（ メンバ ーのリ セット をす る）を 行う。 延長戦 は１回 とし 、
２ 回目は 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 で再開 し最初 にア ウトを 取った チーム の勝ち ）を 行
う。
(7)審判への抗議は一切認めない。
８．出場資格

(1)チャンピオンシップの部
平成２０年１１月１日現在、小学校３〜６年生のチーム。
（ただし、３年生単独チームは不可）
(2)フレンドリーの部
平成２０年１１月１日現在、小学校１〜６年生のチーム。
(3)本大会は、帯同審判とするので、１チームに付き１名の公認審
判 員 を 出 す こ と （ ジュ ニ ア 審 判 員も 可 、 監 督等 と の 兼 務 は不
可）。
帯同審判員がいないチームは審判負担金（3,000円）が必要。
(4)茨城県ドッジボール協会の登録チームであること。
(5)選手全員がスポーツ安全保険に加入していること。
(6)出場地区等については、大会事務局迄お問い合わせ下さい。

９. チーム数

制限なし
チャンピ オンシ ップの部 において 、県大会 の上位４ チーム は、
関東大会への出場権を獲得する。
関東大会

期日
場所
10. 表

彰

山梨県

両部門ともそれぞれ上位４チームを表彰する。

11. 参加料

地区予選
県 大 会

１チーム
１チーム

８，０００円
８，０００円

12. 応 募方法

平成２１ 年１月４ 日（土）ま でに参加申 込書を大会 事務局宛 てＥ
メール でお送りくだ さい。参加申 込書は当協会の ホームページの
大会情 報からダウン ロードできま す。Ｅメールを 利用できないチ
ームは、郵送またはＦＡＸでお申し込みください。（ＦＡＸで申込
みの場合は着信確認の電話をお願いします）

13. 組合せ抽選会兼監督会議
期 日
平成２１年１月１０日（土）
時 間
受 付 午後６時３０分
抽選会 午後７時００分
会 場
「友部中央公民館」（予定）
笠間市中央３−３−６（旧 友部町）
14. その他

(1)必ず、責任者及び父母が引率して下さい。
引率者がいない場合は、棄権とします。
(2)天候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。
(3)大会当日受付時間に遅れると、出場資格を失う場合があります。
(4)参加選手には万一の事故に備え「スポーツ安全保険」への加入を
義務付けます。
（選手１名あたり５００円。引率者も加入できます）
(5)今大会に参加するチームは、茨城県ドッジボール協会への登録を
義務付 けています。 尚、チャンピオ ンシップの部の 出場チームは
茨城県 予選から全国 大会終了までの 期間は、協会登 録メンバーの
変更はできません。
(6)大会参加にあたっては、選手の健康管理に十分留意して下さい。
競技中に選手が負傷した場合、会場に於いて応急処置をいたしま
すが、 主催者はその 後の責任を負 いませんので、 あらかじめご了
承くだ さい。また、 大会会場まで の往復中の事故 等についても責
任を負いかねますのでご注意下さい。
(7)出場チームは必ず、プラカードを持参して下さい。

15. お問合せ先
本大会に関するお問合せは下記までお願いいたします。
《大会事務局》
茨城県ドッジボール協会 事務局内
第１８回春の全国小学生ドッジボール選手権茨城県予選
〒309-1703 笠間市鯉渕６６１２−４５
菱沼方
電 話.０２９６−７７−２７４７

係

