
２０１５首都圏対決ファイトボール 

第 5 回ヒノマルカップ 

             ２０１５首都圏対決ファイトボール実行委員会 

                        大会会長 秋元 司 

１・大会名称   第 5 回ヒノマルカップ 

      （総額２０万円争奪戦） 

２・大会日時   平成２７年１０月２５日（日） 

 AM９：００～PM５：３０ 

３・大会会場   墨田区総合体育館  

〒130-0013 墨田区錦糸 4-15-1 錦糸公園内 

４・主  催   ２０１５首都圏対決ファイトボール 

第 5 回ヒノマルカップ実行委員会 

５・主  管   NPO 法人東京都ドッジボール協会 

６・後  援   社団法人東京都レクリエーション協会（予定） 

墨田区教育委員会（予定）東京都教育委員会（予定） 
 

７・特別協賛   トリックスターズ・アレア有限会社 

         （ヒノマルグループ） 
 

８・協  賛   株式会社草庵 

９・協  力   エム・オーエス企画   

10・参加資格  関東近県の中学生以上の男女でこよなくドッジボールを愛している人 

11・チーム構成  ８～15 名の男女で構成 

        監督 1 名・コーチ 1 名・マネージャー1 名とする。 

        但し、監督・コーチマネージャーは選手を兼任することが出来る。 

        （中学生チームの場合、成人がいなければ出場できません） 

12・募集数   TOP of ＴＨＥ TOPの部 １６チーム 

チャレンジの部      １６チーム 

女子単独の部         ８チーム 

ママさんの部        ８チーム        

13・開催協力費 TOP of ＴＨＥ TOPの部    １２，０００円 

チャレンジの部        １０，０００円 

女子単独一般        １０，０００円 

ママさんの部         ８，０００円 

14・競技方法  予選リーグを経て、リーグ上位が決勝トーナメント戦を行なう。 

※チーム数により対戦方法を変更する場合があります。 

          参加チームの自主運営で開催します。必ず試合が終わったら次の審 

判をお願いします。 

15・競技規則  

１・ルールは JDBA 公式ルールに準じる。（特別ルール） 

    ２・今大会は制限時間を設けて、下記のように試合を行う。 

     予選リーグは１セットマッチで行なう。決勝戦は５分３セットマッチ。（２セット先取） 

   ３・今大会特別ルールに則って行なう。 

   ４・顔面及び頭部へのアタックは厳禁とする。姿勢の状況に関わらず、顔面及び頭部へ当てた場合は、 

ヘッドアタックとし全てセーフとする。ヘッドアタックはイエローカードの対象になる場合があ 

ります。累積２回イエローカードが出た場合、イエローカード対象者は次のセットに参加するこ 

とは出来ないものとする。 

※故意もしくは危険と審判が判断した場合、退場処分もあります。 

５・外野ワンタッチの不採用。（全てのワンタッチを認めない） 



   ６・チーム構成は下記の通りとする。 

出場選手は最大１５名の中から選出した８名で試合を行う。監督は１名・コーチは２名までとす

る。（プレー可）（女子単独・ママさんの部も８名） 
７・競技フロアーにおりることの出来るのは、選手１５名と監督コーチ３名の最大１８名までとし、 

競技フロアーに降りる場合はゴム底の体育館履きを義務付ける。 

   ８・予選リーグでは勝ち点制を採用し順位を決定する。 

勝ち点制を採用し、（勝ち２点・分け１点・負け０点）上位２チームが決勝トーナメント戦へ進出 

する。勝ち点の合計が同数の場合、各試合終了時の味方内野人数の合計が多いチーム・直接対決 

の勝者・各試合終了時の相手チーム内野人数の少ない順で上位を決する。それでも決まらない場 

合は決定戦を行う。（トーナメント進出時のみ） 

   ９・決勝トーナメントでは、セットごとに勝敗を決する。 

     セット終了時に内野人数が同じ場合にはサドンデスゲームを行う。（セット終了時のままで、ジャ 

ンプボールを再開し、最初にアウトをとったチームの勝ち） 

   10・審判への抗議は一切認めない。 

11・お弁当購入を参加条件とさせていただきます。 

株式会社草庵は東京都ドッジボール協会公式スポンサーです。 

協会運営費を負担しています。万一購入いただけない場合、次回からの参加はご遠慮願います。 

又、他事者の立ち入りは厳禁とさせていただきます。 

 

16 表  彰 ：優勝、及び上位チームを表彰する。 （賞状・トロフィー・他） 

 

17 その他   : ①チームには必ず代表者を置いてください。 

②選手には万一の事故等に備えて「スポーツ安全保険」又は準じた保険 

へ加入を義務付けます。 

③参加にあたっては、選手の健康管理に十分留意してください。競技中選 

手が負傷した場合、会場内に於いて応急処置は致しますが、主催はその 

後の責任は負えませんので、予めご了承ください。又、大会会場まで往 

復中の事故等についても、責任は負えませんのでご注意ください。 

④この大会の審判はチーム協力で行います 

18・組合せ  ：大会実行委員会にて行います。 

            組合せは当日会場にて発表します。 

19・大会に関するお問い合せ  エム・オーエス企画 大会事務局 

        ２０１５首都圏対決ファイトボール 第 5 回ヒノマルカップ  

        〒114-0003 東京都北区豊島 4-5-8-103 珈琲工房ヨシダ内 

        電話・FAX ０３－３９１１－３０８１  担当 吉田 

           
 

募集締め切り日 １０月１２日（月） 
  （締切日前でも定数になり次第、募集を終了させていただく場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

２０１５首都圏対決ファイトボール 

第 5 回ヒノマルカップ 

 
参加申込書 

 

 

参加部門に☑をつけてください 

□TOP of the TOP の部        □チャレンジの部 

□女子単独の部            □ママさんの部 
                         

（フリガナ）  

 チーム名（１２文字）             

（フリガナ）  

代表者名  

代表者住所 
〒 

 

代表者電話番号  

緊急連絡先  

携帯電話  

チーム人数     男性    名 ・ 女性    名 

チーム構成     学生    名 ・ 一般    名 

 参加申込書はなるべくお早めに提出をお願いします。（FAX 可） 

メンバー表は大会当日、受付へ提出してください。 

 大会参加が決定次第、参加決定通知書を送付致します。 

 ※なるべく「スポーツ安全保険」または準じた傷害保険にご加入 

   をお願いします。 

 

 

 

 

この大会の審判は参加者の協力で開催します。必ず試合が終わった次の試合

のお手伝いをお願いします。 
 

 

 

 



 

２０15 首都圏対決ファイトボール 

第 5 回ヒノマルカップ 

≪メンバー表≫ 

 

 

□TOP of the TOP の部            □チャレンジの部    

□女子単独の部                       □ママさんの部 
 

（フリガナ） 

チーム名                    
（フリガナ） 

 

監督名                     
（フリガナ） 

 

コーチ名                ﾏﾈｰｼﾞｬｰ名                    

     選手名  性別 区分  年齢 

１

☆ 

（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

２ 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

３ 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

４ 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

５ 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

６ 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

７ 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

８ 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

９ 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

10 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

11 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

12 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

13 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

14 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 

15 
（フリガナ） 

 
男性・女性 中・高・一般 

   才 
☆ はキャプテン ゼッケンはメンバー表通りにお願いします 


