第20回春の全国小学生ドッジボール選手権茨城県大会
第1回春の全国女子小学生ドッジボール選手権茨城県大会
大会要項
１．日

時

フレンドリーの部
平成２３年１月２９日（土）
チャンピオンシップの部
平成２３年１月３０日（日）
小学生女子の部
平成２３年２月

６日（日）

フレンドリーの部・チャンピオンシップの部とも８：３０〜１７：００
※受付は８：３０〜９：００までに済ませてください。
小学生女子の部は、９：００〜大会終了まで
２．会

場

フレンドリーの部・チャンピオンシップの部
ひたちなか市総合運動公園総合体育館
ひたちなか市新光４９
TEL０２９−２７３−９３７０
小学生女子の部
水戸市立国田小中学校体育館
水戸市下国井町２５９５−１

３．主

催

茨城県ドッジボール協会

４．後

援

一般財団法人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．特別協賛
協 力

風林亭（お弁当協賛）・㈱コヤマスポーツ
㈲プロフォートサニー・㈱ミカサ（以上予定）

６．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D-1登録チーム。
表彰は上位４チーム。
(2)フレンドリーの部
ジュニアから参加可能なﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙを楽しむD-1・D1-G・D-2登録チーム。
表彰は上位４チーム。
(3)小学生女子の部
関東大会、全国大会出場を目指すD-1G登録チーム
表彰は上位チーム

７．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・県大会決勝トーナメントの組合せは、１月２３日（日）
組合せ抽選会で決定する。

８．競技規則

(1)ルールはJDBA一般財団法人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、２日目の準々決勝・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)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、そのチームは失格とする。
(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２３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ちとする。
セット終了時に内野人数が同数の場合には、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・アピールは一切認めない。
(8)試合球はモルテン・ミカサ公式球を併用する。

９．出場資格

(1)チャンピオンシップの部
平成２２年度、小学校３〜６年生のチーム。
（ただし、３年生以下の参加・３年生単独チームは不可）
※イ ンフルエ ンザ等の 対応とし て、当日 のメンバー (自 チーム )の追
加は認めますが、競技・審判部にて選手確認を致します。
(2)フレンドリーの部
平成２２年度、小学校１〜６年生のチーム。
(3)小学生女子の部
平成２２年度、小学校３〜６年生の女子のチーム
※JDBA登録規程によりD-1との重複登録は認めます。
(4)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 は不可 (ｽﾀｯﾌとし ての手伝いは可）、監督 等との兼務
についても不可）。帯同審判員がいないチームは審判負担金（3,000円）
が必要。

(5)JDBA一般財団法人日本ドッジボール協会の登録チームであること。
D-1・D-1G登録・エントリーをJDBAチームサイトより行うこと。
参加申込 書・参加同意 書はIDBAホ ームページよ りダウンロ ードし、 FAXに
てお申し込みください。
一般財団法人日本ドッジボール協会チームサイトホームページ
（http://www.jdba-member.net/team/）
(5)選手全員がスポーツ安全保険に加入していること。
10. チーム数

制限なし
チャンピオンシップの部においての上位４チームと小学生女子の部の上位
３チームは、東京都で開催される関東大会への出場権を獲得する。
期日
平成２３年３月１２日（土）
場所
東京都町田市

11. 表

全部門ともそれぞれ上位４チームを表彰する。（女子は上位チーム）

彰

12. 参 加 料

フレンドリーの部
１チーム ５，０００ 円
（兄弟登録チームは２チーム目以降２，５００円
尚、日本ドッジボール協会登録チームに限ります）
チャンピオンシップの部
１チーム ８，０００ 円
小学生女子の部
１チーム ３，０００ 円

13. 応募方法

平成２３年１月１５日（土）までにJDBAチームサイトより大会エントリーを
行い、参加申込書・参加同意書を大会事務局宛てＥメール・ＦＡＸ等でお送
りください。参加申込書等は当協会のホームページ等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、ＦＡＸまたは郵送等でお申し込み
ください。

14. 組合せ抽選会兼代表者(監督)会議
期 日
平成２３年１月２３日（日）
時 間
受 付 午後６時３０分
抽選会 午後７時００分
会 場
水戸市見川総合運動公園体育館２F会議室
水戸市見川町２２５６
ＴＥＬ０２９−２４３−０１１１
15. 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６００円。引率者も加入できます）
(5)今大会に参加するチームは、JDBA一般財団法人日本ドッジボール協会へのチーム
登録 を義務付けて います。尚 、チャンピ オンシップ の部と小学生 女子の部に出
場す るチームは茨 城県予選か ら全国大会 終了までの 期間は、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、ビブス(インフルエンザ等の考慮)プラカードを持参して下さい。
(8)お弁当業者様に協賛していただいておりますので、お弁当のご注文は必ず注文す
るようにお願いします。（参加条件とさせて頂きます）
16. 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２０回春の全国小学生ドッジボール選手権茨城県大会
第１回春の全国女子小学生ドッジボール選手権茨城県大会 係
〒311-4203 水戸市上国井町１５９０ 和田方
電 話.０２９−２２２−８５８８
ＦＡＸ.０２９−２２２−８５９９（24時間ＦＡＸ専用番号）
ＰＣアドレス

info@idba.jp

第２０回春の全国小学生ドッジボール選手権茨城県大会
第１回春の全国女子小学生ドッジボール選手権茨城県大会
チャンピオンシップの部・フレンドリーの部・小学生女子の部
（ ど れ かを ○ で囲 む ）

参 加 申 込 書
上記の大会に参加を希望いたします。
チーム名（フリガナ）
JDBA登録チーム№

D1

代表者氏名

-08-2010-

代表者連絡先住所
〒

携帯
TEL・FAX

帯同審判員名

チーム構成
男子

名

女子

名

合計

名

スポーツ安全保険
加入している

・

加入していない

大 会出場 が決定次 第、１ 月１５ 日（土 ）ま でに下 記の条件 を満た し、出 場選手 登録・
エントリーと本参加申込書・同意書を提出してください。
１． チ ャンピオ ンシップ の部に 出場チー ムは平成２ ２年度現 在、小学 校３〜 ６年生で 構成
する。
（１ﾁｰﾑ１２〜２０名・男女混合可・３年生以下は不可・３年生単独チームは不可）
２．フレンドリーの部に出場チームは平成２２年度現在、小学校１〜６年生で構成する。
（１チーム１２〜２０名・男女混合可）
３．小学生女子の部に出場チームは平成２２年度現在、小学校３〜６年生の女子で構成する。
４．出場チームのメンバーはスポーツ安全保険に加入する。
５．今大会（茨城県予選から全国大会まで）のD-1・D1-G出場メンバーは、この大会の出場
メンバー表に記載されたメンバーでなければならない。
尚、大会期間中（茨城県予選から全国大会まで）の出場メンバーの変更は
この大会出場選手メンバー表提出後は、認めない。
５．出場チームは、必ずビブス・チームプラカードを持参して下さい。
※当チームは大会要項の決まりを厳守・遂行することを確約し、参加申込を致します。
署

名

印

