
主 催：一般社団法人 大東青年会議所              

後 援：大東市・大東市教育委員会・大東市こども会育成連絡協議会

大東市ドッジボール連盟・大阪府ドッジボール協会

場 所：大東市立市民体育館

日 時：平成２7年８月３0日（日）9：00開会 16：30閉会



第１１回ＪＣカップ争奪ドッジボール大会次第

９：００ 開 会 式

選手入場

         国歌斉唱

          社団法人 大東青年会議所理事長挨拶

          来賓紹介

来賓代表ご挨拶

          ルール説明

          開会宣言（選手宣誓）

          準備体操

９：４０ 大  会  開  始

      

      

  

１６：００ 閉 会 式

          成績発表    

          表 彰 式  男子の部  優勝 準優勝 第三位

                男子の部  ＭＩＰ賞

女子の部  優勝 準優勝 第三位

                女子の部  ＭＩＰ賞

                ベストマナー賞

                

１６：３０ 閉 会 の 辞



第１１回ＪＣカップ争奪ドッジボール大会趣意

一.大東市内の子どもたちにスポーツを通じて礼儀を学んでもらいたい。

一.地域の子どもたちが一つのチームになり、学校のクラスの領域を超えた友達を

作っていく事により協調性や礼儀を学べる場を作りたい。

一.スポーツという真剣勝負の中での勝つ喜び、負ける悔しさを実感し、運動する楽しさを

学んで欲しい。

一.ボール一つで気軽に楽しめるドッジボールを通じて青少年の健全育成に役立てたい。

大会要項

１．日 時   平成２７年８月３０日（日） 9：00 ～ 16：30
受 付     8：15 ～  
開 会 式     9：00  ～  

試 合 開 始    9：40  ～
２．会 場    大東市立市民体育館

            住所 大東市寺川 1-20-20 電話 072-871-3201
３．主 催   一般社団法人 大東青年会議所

４．後 援  大東市・大東市教育委員会・大東市こども会育成連絡協議会

         大東市ドッジボール連盟・大阪府ドッジボール協会

５．競技方法   （１）試合は予選リーグを経て、トーナメント方式で行う

           （２）予選リーグの組み合わせは、抽選会にて決める

６．競技規則   （１）日本ドッジボール協会公式ルールによる

           （２）予選リーグ・トーナメントは 5 分 1 セットマッチ

              決勝戦のみ 5 分 3 セットマッチ（2 セット先取）

           （３）チーム構成（男女別編成・10 人制）

              ①本大会は 10 人制(ローカルルール)で行なうものとする。

②出場選手はエントリーした１０～１５名までとする。

なお当日変更のある場合は受付時に申し出てください。

もし、未登録の選手が出場した場合は、その試合は不戦

敗とする。

③監督・コーチ・マネージャー各１名とする。退場・失格などでベンチに成人が

いなくなった時点で、そのチームを不完全となったチームとみなし、その試合は

不戦敗とする。また、未登録の人がベンチに入っていった場合においても、その

試合は不戦敗とする。ベンチに入る人が変更になる場合は、選手と同様に受付時

に申し出てください。

（４）競技フロアーに下りることができるのは、選手（控え選手を含む）15 名までと

監督・コーチ・マネージャー各１名の最大 18 名までとし、競技フロアーに下り

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する。（勝ちを 2点・引き分

けを 1点・負けを 0点）勝ち点の合計点数が同じ場合は、直接対決の勝者・各

試合終了時の味方内野人数合計が多いほう・各試合終了時の相手内野人数合計

の少ないほうの順で、上位を決定する。それでも決まらない場合は抽選にて決

する。各ブロックの上位 2 チームが決勝トーナメント進出。女子は上位 2 チ

ームが決勝、下位 2チームが 3位決定戦。

（６）決勝戦では、セットごとに勝敗を決し、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、最初にアウトをとったチームの

勝ち）を採用する。（決勝トーナメント）

（７）審判への抗議は一切認めない。

（８）悪質な言動を続けるプレーヤー・ベンチ・応援席などは主審から「退場・失格」

宣言を宣告することがある。

（９）試合球はミカサ製を使用する。

７．出場資格   小学 4年生・5年生・6年生

８．チーム数   男子１３チーム 女子４チーム （男女混合の場合は男子チーム）

９．そ の 他   （１）当日は必ず、責任者および保護者が引率してください。引率者がいない場合は、

棄権とみなします。

（２）天候など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。

   暴風警報・大雨洪水警報・洪水警報のいずれかが当日午前７時に発令されてい

る場合は中止とさせていただきます。

（３）大会参加にあたっては、選手の健康管理に充分に留意してください。競技中に

選手が負傷した場合、会場に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

中の事故などについても責任を負いかねますのでご注意ください。

（４）本大会で撮影した写真・映像は大会のポスター・チラシ・プログラム・ＣＭ・

ＶＴＲ・インターネットなどに使用する場合がございますので、あらかじめご

了承ください。

（５）会場へのボール及び危険物の持込を禁止します。

（６）施設内はすべて上履きが必要です。応援の方々も上履きをご持参ください。

   下駄箱には限りがございます。各自で管理頂きます様願います。

（７）本大会では参加者、観覧者全員での清掃を前提として特別に観覧席での食事を

認めていただきました。清掃後、ゴミは必ずチームで責任を持って持ち帰るよ

うお願いいたします。また子どもたちが走り回ったりすると怪我や体育館内の

器物損壊も考えられますのでご指導の程よろしくお願いいたします。

（８）体育館駐車場は、体育館利用者の様々な方が利用されますので、駐車場利用は

   荷下ろしのみ、とし、駐車利用は大阪産業大学東部キャンパス駐車場（有料）

か周辺のコインパーキングを利用ください。

１０．表 彰   優勝チームおよび上位入賞チームを表彰します。

          最も印象に残った選手にＭＩＰ賞を贈ります。

（男子チームから１人･女子チームから１人）

          マナーが一番よかったチームにベストマナー賞を贈ります。

          （男子１チーム・女子１チーム）



第１１回ＪＣカップ争奪ドッジボール大会

ベストマナー賞選考基準

一.大会要項を遵守していること

二.試合の進行に迅速、機敏であること

三.ベンチ内での選手、指導者の態度が良いこと

四.試合中や観戦中の礼儀、態度がスポーツマンらしく励行されていること

五.審判等の意見を拝聴し、判定の参考とする

※ 対象は各チーム選手、指導者及び応援者を含むものとする

※ マナー遵守されていないチームに関しては、各種表彰の剥奪等の

※ 可能性があります



過去の成績

優勝 準優勝 第三位 ベストマナー賞

第一回大会 楠の里ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ 津の辺子ども会 子ども会諸福 南郷ANT

H17.9.4 子ども会諸福

第二回大会 男子 子ども会諸福SA 子ども会諸福SB 氷野男子A 子ども会諸福

H18.9.3 女子 太子田女子 子ども会諸福SL 三箇女子 四条北ﾋﾟｸｼｰｽﾞ

第三回大会 男子 大野子ども会 藤山組 チーム北条 太子田男子

H19.9.2 女子 太子田女子 子ども会諸福SL チーム北条 寺川子ども会

第四回大会 男子 津の辺子ども会Ａ 太子田男子 チーム北条男子 チーム北条男子

H20.9.7 女子 太子田女子 諸福女子 氷野三丁目女子 太子田女子

第五回大会 男子 諸福ブルー 諸福　A 川中新町こども会 太子田風神

H21.9.4 女子 諸福女子 太子田　華 チーム北条女子 諸福女子

男20・女6 MIP

第六回大会 男子 太子田子供会A 諸福パープル イエロージュニア 津の辺こども会

H22.9.5 女子 山本北条 四条北キッズ 諸福女子 チーム深野女子

男19・女8 MIP

第七回大会 男子 太子田風神 諸福レッド イエローファイターズ ブラックオールスターズ

H23.9.4 女子 北条時代 津の辺女子 四条北ヤンチャーズ レスタージュガールズ

男19・女9 MIP

第八回大会 男子 HINO-BRAVE レスターズ 太子田風神 レスターズ

H24.9.2 女子 津の辺子ども会女子 諸福女子A 北条時代 北条時代

男19・女7 MIP

第九回大会 男子 ＴＨＥ 風神 氷野1丁目3丁目子ども会 ＧＭＭ　レスタ ＧＭＭレスタ

H25.9.1 女子 ブラックデビル 北条本気魂 太子田女子 北条本気魂

男15・女6 MIP

第十回大会 男子 アイスファイター ＧＭＭレスタージュ 東諸福ブルーウェーブ 津野辺こども会男子

H26.8.31 女子 ＨＯＪＹＯＲＯ☆ ブラックデビル 津野辺こども会女子 西諸福女子

男16・女5 MIP

（参加12チーム）

（男子11チーム女子7チーム）

（男子16チーム女子7チーム）

（男子19チーム女子5チーム）

四条北元気組　大野元輝君 チーム北条女子　中山穂花さん

諸福イエロー　宇野夢斗君 グリーンT's　中村早希さん

太子田風神　橋詰大吾君 四条北ヤンチャーズ　藤村瑞希さん

HINO-BRAVE　宇杉勝太郎君 津の辺子ども会女子 虫明加琳さん

森田　結子さん 齊藤　優純さん

ＴＨＥ太子田　宇野　陽喜くん ＨＯＪＹＯＲＯ☆　松本 晴菜さん

スピードガン ＧＭＭレスタージュ 小林　優馬くん 西諸福女子 津田　あゆむさん

※MIPは第五回大会より



(1) チーム

1チームは10名以上15名以内です。試合は10名対10名で行います。（ローカルルール）

(2) コート

コートの大きさは下の図の通りです。

(3) 元外野

元外野は1名以上9名以下でその中でチームで自由に選べます。

元外野も相手の内野の選手をアウトにしなければ自分の内野に戻れません。

(4) ジャンプボール

試合はジャンプボールで始まります。ジャンパーへの内野からの第１投の攻撃は禁止です。

(5) 抗議・アピール

試合中審判に抗議はできません。

(6) 攻撃とアウト・セーフ

相手のノーバウンドの投球を取れなかったり、当てられた場合にアウトになります。

一回のノーバウンドの投球で2名以上あたった場合は、最初の1名がアウトになります。

顔や頭にボールが当たった場合はセーフです(ヘッドアタック)。

1度味方に当たったボールを、ノーバウンドで取った場合は、その当たった選手はセーフです。

相手が投球したときにファールがあった場合、当たってもセーフです。

(7) 内野同士・外野同士のパス禁止

味方の内野同士・外野同士のパスは禁止です。

(8) 内外野への移動

試合中の内外野への移動はコートの外を通らなければいけません。

このルール抜粋は、J.D.B.A.ルールブックからゲームを楽しむために必要な最小限のルールをわかりやすく説明したものです。

正式な大会をおこなう場合や審判をおこなう場合には
日本ドッジボール協会発行のルールブック（及びテキストブック）をごらんください。

小学生・中学生女子(内野10m×10m)

公式ルール抜粋



(9) ボールデットとボールの支配権

試合中、コート（内外野）の外にボールが出た時、ボールデットとなります。

ボールデットになった時、そのボールは

最後にさわったのが内野の選手の場合相手の内野ボールになります。

最後にさわったのが外野の選手の場合、ファールがなければ自分の外野ボールになります（ワンタッチ）。

ただし、外野が投げたボールが直接ボールデットになった場合は、相手の内野ボールとなります。

(10) 外野からのプレー再開

(11) 内野復帰の放棄

外野の選手が相手のアウトにしても次の場合は自分の内野に帰れません。

アウトを取ってから、外野の中でボールにさわったとき。

アウト取ってから、すぐに自分の内野に帰らなかったとき。

(12) ファールとボールの支配権

オーバーライン

ボールを投げるときラインを踏んではいけません（2歩目も）。相手の内野ボールとなります。

ボールを取るときラインを踏んではいけません。相手の内野または外野ボールとなります。

ホールディング

相手のコートに転がっているボールをかき寄せてはいけません（空中はＯＫ）。

ボールのあったところのボールとなります。

キープ・フォー・ファイブ（＝5秒ルール）

ボールを取ってから5秒以内に投げなければいけません。相手の内野ボールとなります。

タッチ・ザ・ボディ

試合中、わざと相手の選手にふれてはいけません。相手の内野または外野ボールとなります。

ダブルパス

内野同士・外野同士のパスは禁止です。相手の内野ボールとなります。

ヘッドアタック

相手の頭や顔を攻撃してはいけません。相手の内野ボールとなります。

ファイブパス

パスは4回まで、5回目には攻撃しなければいけません。相手の内野ボールとなります。

ワンタッチなどで外野の外からボールを取ってプレーを再会するときは、１度外野の中に入ってボールを頭の上に
上げてからプレーの再開となります（外野の外から助走をつけて投げるのは禁止です）。
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チーム名 チーム名
監督 コーチ 監督 コーチ

キャプテン 学年 6 男・女 キャプテン 学年 6 男・女

チーム名 チーム名
監督 コーチ 監督 コーチ

キャプテン 学年 6 男・女 キャプテン 学年 6 男・女

チーム名 チーム名
監督 コーチ 監督 コーチ

キャプテン 学年 6 男・女 キャプテン 学年 5 男・女

チーム名 チーム名
監督 コーチ 監督 コーチ

キャプテン 学年 6 男・女 キャプテン 学年 男・女

チーム名 チーム名
監督 コーチ 監督 コーチ

キャプテン 学年 6 男・女 キャプテン 学年 6 男・女上田 彩愛 宇野 真太郎

チームＰＲ チームＰＲ

男女共にがんばって「氷野三丁目は皆で協力し合い
一生けん命試合にいどむから強いんだ」ということを
見せつけたいと思います。皆で一致団結してがんばるぞ!

あまり練習は出来なかったけど
優勝めざしてがんばります。

久々の氷野3丁目単独チームです！元気いっぱいの
4年生パワーと6年生女子の粘り強さを発揮します。
氷野3カラーのイエローの様に明るく楽しいチームです。

元気と仲の良さはどのチームにも負けません。
バランスのとれたいいチームです。

今大会への意気込み 今大会への意気込み

全体練習は少ないですがそれぞれ個人練習を
沢山してきました。
みんな練習の成果を発揮しよう。

優勝めざすぞー！！

イエローファイターズ 川中新町こども会

チームＰＲ チームＰＲ
男子は小柄な6年生と大柄な5年生、4年生から
なるチームです。
ある意味粒ぞろいのチームです。

ドッジ好きのメンバーなのでパワー全開で
頑張ります。

今大会への意気込み 今大会への意気込み

福本 岳 山際 蓮

今大会への意気込み 今大会への意気込み

予選全勝でトーナメントに行く 頑張ります。

野崎第一ワイルドキッズ 西諸福子ども会 Ａ

泉 龍真 夏目 優

チームＰＲ チームＰＲ

速いパス回し
内野からのアタック

５～６年生が少ない中、負けず嫌いをパワーに
変えて優勝めざすぞー！

「Let's Enjoy ドッジボール！」
全力で楽しみます。

集中してプレーします。
最後まであきらめないで勝利を狙います。

太子田 風神 西諸福子ども会 Ｂ

チームＰＲ チームＰＲ

女の子主体のチームです。今年は４年生も
出場しますのでけがをしないことが目標。

メンバーそれぞれの個性が豊かで
仲が良い楽しいチームです。

今大会への意気込み 今大会への意気込み

岩村 明花音 森 仁太

今大会への意気込み 今大会への意気込み

優勝めざしてがんばります。 優勝めざして頑張ります。

大野子ども会 東諸福ブルーウェーブ

湯浅 祥生 出口 翔太

チームＰＲ チームＰＲ

仲の良いまとまりのあるチームです。 積極的で粘り強さのあるチームです。

出場チーム紹介

北条フェニックス レスターズ



チーム名 チーム名
監督 コーチ 監督 コーチ

キャプテン 学年 6 男・女 キャプテン 学年 5 男・女

チーム名 チーム名
監督 コーチ 監督 コーチ

キャプテン 学年 6 男・女 キャプテン 学年 男・女

チーム名 チーム名
監督 コーチ 監督 コーチ

キャプテン 学年 5 男・女 キャプテン 学年 6 男・女

チーム名 チーム名
監督 コーチ 監督 コーチ

キャプテン 学年 6 男・女 キャプテン 学年 6 男・女

チーム名 チーム名
監督 コーチ 監督 コーチ

キャプテン 学年 6 男・女 キャプテン 学年 男・女

杉本 達哉

今大会への意気込み 今大会への意気込み

今大会への意気込み 今大会への意気込み

皆、学年がちがうけど、仲が良いことです！
チームマナーが良いことです！

とても明るく、元気で楽しいチームです。
今日は優勝めざして練習を重ねてきたので
今日は応援よろしくおねがいします♪

皆、一つになって優勝目指して
一生懸命頑張ります！

チームＰＲチームＰＲ
齊藤 優純佐藤 えいりん

チームＰＲチームＰＲ

今大会への意気込み 今大会への意気込み

今日は優勝するぞー！オー！
小さいミスとかをなくして
優勝めざしてがんばろう！！

山本 鈴花古田 莉々加

今大会への意気込み 今大会への意気込み

5年生を中心に明るく元気なチームです。
人数は少ないですが、持ち前の元気と気合で
決勝トーナメントを目指します。

女の子の負けん気で攻めていきます。

チームＰＲチームＰＲ

練習の成果が発揮できるよう頑張ります。
交代できるメンバーもいないため、気合と根性で練習を
積んできました。この勢いで決勝進出を狙っています。

SANGAあーるず☆西諸福子ども会女子

北条シスターズ☆新田子ども会 Ｂチーム

ドッジボールをこよなく愛する若者達が
今年の夏、熱く暴れます！！

チームＰＲチームＰＲ

今大会への意気込み 今大会への意気込み

アイスファイター

速いパス回し
内野からのアタック

団結力が強く、勝つためにたくさん練習を重ね
ています。チームの結束力を見て下さい！！

チームＰＲチームＰＲ

がんばって優勝するぞ！！ トーナメントに行く。

坂口 悠真酒井 柊斗

出場チーム紹介

太子田 雷神新田子ども会 Ａチーム



ﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

予選 1 9:40 Ａ 北条フェニックス × レスターズ Ｂ 野崎第一ﾜｲﾙﾄﾞｷｯｽﾞ × 西諸福子ども会A

予選 2 9:48 Ａ 大野子ども会 × 東諸福子ども会 Ｂ イエローファイターズ × 川中新町子ども会

予選 3 9:56 Ａ 太子田 風神 × 西諸福子ども会B Ｂ 新田子ども会A × 太子田 雷神

予選 4 10:04 Ｃ 新田子ども会B(女子) × 北条シスターズ☆ Ｂ 西諸福子ども会A × アイスファイター

予選 5 10:12 Ｃ 西諸福子ども会女子 × SANGAあーるず☆ Ｂ 野崎第一ﾜｲﾙﾄﾞｷｯｽﾞ × イエローファイターズ

予選 6 10:20 Ａ レスターズ × 大野子ども会 Ｂ 川中新町子ども会 × 新田子ども会A

予選 7 10:28 Ａ 北条フェニックス × 太子田 風神 Ｂ 太子田 雷神 × アイスファイター

予選 8 10:36 Ａ 東諸福子ども会 × 西諸福子ども会B Ｂ 西諸福子ども会A × イエローファイターズ

予選 9 10:44 Ａ レスターズ × 太子田 風神 Ｂ 野崎第一ﾜｲﾙﾄﾞｷｯｽﾞ × 川中新町子ども会

予選 10 10:52 Ｃ 新田子ども会B(女子) × 西諸福子ども会女子 Ｂ 新田子ども会A × アイスファイター

予選 11 11:00 Ｃ 北条シスターズ☆ × SANGAあーるず☆ Ｂ 西諸福子ども会A × 太子田 雷神

予選 12 11:08 Ａ 北条フェニックス × 東諸福子ども会 Ｂ イエローファイターズ × 新田子ども会A

予選 13 11:16 Ａ 大野子ども会 × 西諸福子ども会B Ｂ 川中新町子ども会 × アイスファイター

予選 14 11:24 Ａ 東諸福子ども会 × 太子田 風神 Ｂ 野崎第一ﾜｲﾙﾄﾞｷｯｽﾞ × 太子田 雷神

予選 15 11:32 Ａ 北条フェニックス × 大野子ども会 Ｂ 西諸福子ども会A × 川中新町子ども会

予選 16 11:40 Ａ レスターズ × 西諸福子ども会B Ｂ 野崎第一ﾜｲﾙﾄﾞｷｯｽﾞ × 新田子ども会A

11:48

12:52

予選 26 13:00 Ｃ 北条シスターズ☆ × 西諸福子ども会女子 Ｂ イエローファイターズ × アイスファイター

予選 27 13:08 Ｃ 新田子ども会B(女子) × SANGAあーるず☆ Ｂ 川中新町子ども会 × 太子田 雷神

予選 28 13:16 Ａ 大野子ども会 × 太子田 風神 Ｂ 西諸福子ども会A × 新田子ども会A

予選 29 13:24 Ａ レスターズ × 東諸福子ども会 Ｂ イエローファイターズ × 太子田 雷神

予選 30 13:32 Ａ 北条フェニックス × 西諸福子ども会B Ｂ 野崎第一ﾜｲﾙﾄﾞｷｯｽﾞ × アイスファイター

13:40

男子準決勝 32 13:48 Ａ１位 × Ｂ２位 Ｂ１位 × Ａ２位

男女3位決 33 13:56 女子リーグ戦下位2チーム × 女子リーグ戦下位2チーム 男子準決勝敗者 × 男子準決勝敗者

女子決勝 34 14:04 女子リーグ戦上位2チーム × 女子リーグ戦上位2チーム

男子決勝 35 14:24 男子準決勝勝者 × 男子準決勝勝者

試合スケジュール

試合時間 Ａコート Ｂコート

休憩

館内清掃

館内清掃

決勝トーナメント

休憩

全体清掃

全体清掃

決勝トーナメント



北条
フェニックス

レスターズ
大野

子ども会
東諸福

子ども会
太子田
風神

西諸福
子ども会B

勝ち点 内野数 順位

1 北条フェニックス

2 レスターズ

3 大野子ども会

4 東諸福子ども会

5 太子田 風神

6 西諸福子ども会B

野崎第一
ﾜｲﾙﾄﾞｷｯｽﾞ

西諸福
子ども会A

イエロー
ファイターズ

川中新町
子ども会

新田
子ども会A

太子田
雷神

アイス
ファイター

勝ち点 内野数 順位

1 野崎第一ﾜｲﾙﾄﾞｷｯｽﾞ

2 西諸福子ども会A

3 イエローファイターズ

4 川中新町子ども会

5 新田子ども会A

6 太子田 雷神

7 アイスファイター

新田
子ども会B

北条
シスターズ☆

西諸福
子ども会女子

SANGA
あーるず☆

勝ち点 内野数 順位

1 新田子ども会B

2 北条シスターズ☆

3 西諸福子ども会女子

4 SANGAあーるず☆

リーグ戦勝敗表

女子Cリーグ

男子Bリーグ

男子Aリーグ



男子決勝トーナメント

優勝

㉟

㉜ ㉜

33

3位決定戦

㉞

3位

㉝

女子3位決定戦女子決勝

優勝


