南房総市交流ドッジボール大会
【潮騒ドッジフェスタ】

南房総市潮騒ドッジフェスタ実行委員会
南房総市教育委員会
ＮＰＯ法人東京都ドッジボール協会

大会目的

子供たちに一番身近な遊びとしてのドッジボールを通し、南房総市小学生と地域
を超えた交流をすることにより幅広い人間性の育成を目指し、加えて都区市内の
子供たちの故郷つくり、思い出つくりを第 2 の目的にすることで心身の健全育成
を願う事業として開催する。
201９年７月 27（土）～28 日（日）～29 日（月）

７月２7 日(土)
日

時

12:00 頃現地(冨山ふれあいスポーツセンター)集合
PM1:00～練習・・・・PM5:00 宿泊所へ移動
７月２8 日(日)AM8:30～大会開催・・・・PM4:00 大会終了・宿泊所へ移動
７月 29 日(月)AM6:00 希望者は地引網漁体験
朝食後、自由行動(練習会を希望する場合会場は確保してあります)

宿泊先

南房総市岩井界隈民宿(予定)

部

高学年（3 年生～6 年生で構成されたチーム）エキシビションとして低学年の試
合も考慮する。南房総市小学生との交流試合(低学年も加)

門

募集対象

東京都区市チーム及び千葉県他近在のチーム
南房総市の 3 年生～6 年生で構成した 10 名単位のグループ（1～6 年）

募集方法

オープン募集

会

場

富山ふれあいスポーツセンター
問い合わせ先：千葉県南房総市久枝 1024 番地

共

催

南房総市潮騒ドッジフェスタ実行委員会
南房総市教育委員会・NPO 法人東京都ドッジボール協会

主

管

NPO 法人東京都ドッジボール協会

後

援

文部科学省・千葉県・南房総市・東京都

特別協賛
協

賛

(有)トリックスターズアレア・株式会社草庵

協
力
(予 定)

南房総市観光課・南房総市地域振興課・南房総市産業振興課
南房総市農協・南房総市漁協・エムオーエス企画・南房総市民宿業組合

競技方法

試合は予選リーグ戦を行い・決勝トーナメント戦を行合う
１・ルールは日本ドッジボール協会公式ルールに準じる。一部ローカルルールを採用する
２・この大会は参加チーム全員の手創り大会として開催する。

競技方法

各コートへは協会要請審判員を数名配置しますがその他必要人数は皆さんで開催いたし
ます。
各チームから必ず 1 名以上の審判員をお願いします。

又、各チームから 1 名以上の運営スタッフをお願いします。
３・今大会は時間制限を設け下記のように試合を行う。
予選リーグは 5 分 1 セットマッチ

決勝トーナメントも 5 分 1 セットマッチ

但し、決勝戦は 5 分 3 セットマッチ（2 セット先取）
（時間に余裕があれば準決勝戦も 3 セットマッチも考慮する）
４・チーム構成は下記の通りとする。
エントリーは 10～１５名とする。試合はエントリー１５名中の 10 名で行う。
監督は 1 名・コーチマネージャーは各 1 名とする。
（万一、定数に達しない場合でも試合は成立するよう配慮させていただきます。
積極的な参加をお待ちしております。）
時間に余裕がある場合、エキシビションとして低学年の試合も行う。
５・競技フロアーへ降りることが出来るのは、選手 15 名・監督コート 3 名最大１８名まで
とする。競技フロアーへ降りる場合、ゴム底の体育館履きの着用を義務とする。
６・予選リーグでは勝ち点制を採用して勝点総数にて順位を決定する。
（勝ちを 2 点・引き分けを 1 点・負を 0 点とする）
勝ち点が同点の場合
・試合終了時の持形内野人数の合計が多いチーム
・直接対決の勝者
・試合終了時の相手内野人数の合計が少ないチーム
・それでも決まらない場合、トーナメント出場チームに限って決定戦を行う。
試合内容により決勝トーナメント進出チーム数を決定する。
例）1・2・3 位チームが決勝トーナメント、４・５位チームがチャレンジトーナメント
へ進出する。（5 チームリーグの場合）
７・決勝トーナメント戦はセットごとに勝敗を決し、決勝戦は 2 セット先取したチームの勝
ちとする。（時間に余裕があれば）
セット終了時に内野人数が同数の場合、サドンデスゲーム（セット終了時のままでジャン
プボールを行い、最初にアウトを取ったチームの勝ち）を行う。
８・審判への抗議は一切認めない。
※競技方法や大会ルールの詳細は出場チーム数によって変更する場合があります。

出場資格

201９年 4 月 2 日現在、小学校 3 年～6 年生である事。(1～6 年生)
但し 3 年生単独チームは不可とします。(高学年対象の場合)
選手全員がスポーツ安全保険又は準じた障害保険に加入していること。
未加入の場合、万一不幸にして負傷した場合、自己責任の対応となります。予めご
承知おきください。主催者はその責を負いません。

募 集 数

募集総数
１５ユニット
東京都区市内チーム
千葉県・関東近郊内チーム

表

彰

１０ユニット
５ユニット

優勝・準優勝・3 位・3 位を表彰する。(トロフィー・賞状)）

参 加 費

参加費
一人 １５，０００円 (但し 20 名以上)
費用に含まれるもの
27 日 夕食・
28 日 朝食・昼食・夕食
29 日 朝食・昼食
選手 15 名・保護者 5 名を 1 ユニットとして募集します。
人数が 20 人以上になる場合、一人 1５,000 円の追加負担と成ります。
当日のキャンセルはできませんのでご了承ください。
※この事業は現地集合となります。
現地までの交通費等は各チームの負担です。
諸費 15,000 円はあくまでも宿泊に要する費用です。

帯同者処遇

この大会では審判スタッフとしてお手伝いいただいても返金はありません。

その他

募集締切

１・必ず責任者又は保護者が引率してください。
２・天候等の事由により大会スケジュールの変更や中止になる場合があります。
予めご了承ください。
３・選手全員に万一の事故等に備え「スポーツ安全保険」又は準じた傷害保険に加
入してください
４・万一不幸にして負傷した場合会場内において応急手当は致しますが、その後
の責任を主催者は負いません。また、大会会場までの往復に関してもその責は
負いません。

201９年 ５月１５日(月)
大会に関する問い合わせは下記までお願いします。
大会事務局
東京都北区豊島 4-5-8-103

問合先

〒114-0003
南房総市交流ドッジボール大会
【潮騒ドッジフェスタ】実行委員会
電話 FAX03-3911-3081
担当

吉田

※参加申し込み締め切りは 201９年５月１５日です。
予約等の都合上、事前に参加チーム数を確定して
おかなければ開催ができません。ご理解ご協力を
お願いします。

事業行程（案）
選手（都区市内・千葉）
10：00
10：30
7
12：00
月
13：00
27
13：30
日
17：00
18：00

都区市内チーム到着
練習開始
交流試合開始
練習会終了
宿泊所到着

8：30 大会会場集合
9：30 【潮騒ドッジ大会】開始
13：00 リーグ戦終了
昼食
28 14：00
日 16：00

トーナメント開始
全試合終了

16：30

宿泊所到着

17：30

夕食

20：00

終了

8：30

29 12：00
日 13：00
17：00

朝食後自由行動自由解散
※希望者は地引網漁体験
練習（小・中学校体育館）
海水浴
磯遊び
海釣り
自然観察
自由にお楽しみください

