
～ 参加競技についてのご案内 ～
「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2018 アジア パシフィック」

会場と競技についてのご案内です

ドッジボール
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試合日程

項目 3日（土・祝）

出 場 チ ー ム 数 32チーム

試 合 方 式
予選 リーグ戦
決勝 トーナメント

競 技 場
フットサルクラブ東京
東陽町コート

受 付 時 間 9:30

開 会 式 9:50

第 1 試 合 開 始 時 間
予選 10:20
決勝 15:40

表 彰 式 17:20 予定

試合会場

会場名 住所・アクセス・連絡先

フットサルクラブ東京
東陽町コート

住 所 〒136-0075 江東区新砂1-10-5

アクセス 営団地下鉄東西線 東陽町駅徒歩約10分 南砂駅徒歩約8分

連絡先 03-5606-0027

問い合わせ先：ザ・コーポレートゲームズ 東京 2018 アジア パシフィック 大会運営事務局
03-6869-6380 contact@corporate-games.jp

※大会当日は電話のみの対応となります。

＜混合オープン＞
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受付
●受付にはキャプテン（又は代表者）がお越しください。
出欠確認と試合時間・競技コートのご案内を致します。
●受付で選手参加証をご提示ください。
●当日の選手登録変更はできませんので予めご了承ください。

着替え・準備

開会式

試合開始

●着替える場合は会場の更衣室をご利用ください。
（更衣室の場所は6頁をご覧いただくか、受付スタッフにお問い合わせ
ください。）

●ロッカーはありませんので予めご了承ください。
●貴重品は必ず各自で保管・管理してください。

●第一試合の10分前までにお集まりください。
・晴天時はバスケットボール（3×3）競技と合同で行います。
・雨天時は各競技毎で行います。

●日頃の練習の成果を思う存分発揮してください。
●会場は入場無料です。どなたでも観覧可能です。
応援者の方も大歓迎です！
※競技の進行に妨げにならない位置での応援をお願いします。

●昼食などの準備はございません。あらかじめご用意をお願いします。

その他注意事項

試合当日の流れ

●キャプテン以外の参加者の方もスタッフが確認を行う場合がありますので、試合会場に選手参加証が
わかるものを必ずお持ちください。
●未成年者の本大会参加には、保護者の方の同意が必要になります。保護者同意書を大会HP
よりダウンロード、および保護者のご署名の上、参加される競技会場にご持参ください。

ルール説明
●第一試合開始前の20分間でルール説明を行いますので必ずご参加
ください。

対戦表／公式ホームページ記載アドレス
https://asiapacific.corporate-games.jp/_entry/api/rd_schedule.php

※上記「対戦表」アドレスからリンク先の決勝トーナメントをご確認ください。

https://asiapacific.corporate-games.jp/_entry/api/rd_schedule.php
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試合スケジュール

日程

会場 ■（混合ＯＰ）８チーム決勝トーナメント表

コート 1 2 3

クラス

試合時間 グループＡ１位

グループＢ１位

8:00

20 グループＣ１位

40

9:00 グループＤ１位

20

40 グループＥ１位

10:00

20 グループＡ① グループＢ① グループＣ① グループＦ１位

40 グループＤ① グループＥ① グループＦ①

11:00 グループＧ① グループＨ① グループＡ② グループＧ１位

20 グループＢ② グループＣ② グループＤ②

40 グループＥ② グループＦ② グループＧ② グループＨ１位

12:00 グループＨ② グループＡ③ グループＢ③

20 グループＣ③ グループＤ③ グループＥ③

40 グループＦ③ グループＧ③ グループＨ③ ＜５－６位決定戦＞

13:00 グループＡ④ グループＢ④ グループＣ④ ①の敗者

20 グループＤ④ グループＥ④ グループＦ④

40 グループＧ④ グループＨ④ グループＡ⑤ ②の敗者

14:00 グループＢ⑤ グループＣ⑤ グループＤ⑤

20 グループＥ⑤ グループＦ⑤ グループＧ⑤ ③の敗者

40 グループＨ⑤ グループＡ⑥ グループＢ⑥

15:00 グループＣ⑥ グループＤ⑥ グループＥ⑥ ④の敗者

20 グループＦ⑥ グループＧ⑥ グループＨ⑥

40 決勝➀ 決勝② 決勝③

16:00 決勝④ 決勝⑤ 決勝➆

20 決勝⑥ 決勝⑧ ＜７－８位決定戦＞

40 決勝➈ 決勝⑩ 決勝⑪ ⑦の敗者

17:00 決勝⑫

20 17:20 表彰式 ⑧の敗者

40

18:00 ＜３－４位決定戦＞

20 ⑤の敗者

40

19:00 ⑥の敗者

20

40

20:00

参加チーム数
　4チーム×8リーグ＝32チーム

決勝8チームトーナメント

11月3日（土祝）

フットサルクラブ東京　東陽町（3面）

20分（5分×３セット）

混合OP　

①

②

③

④

⑤

⑥

⑫

⑧

⑨

⑩

⑪

⑦

準備（コート作り）9:00~

受付時間（9:30~）

開会式 9:50

ルール説明10:00~10:20



競技ルール
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《競技クラス》
●混合オープン
※ ※男女がそれぞれ3名以上コートに出場する必要があります。

《準備するもの》
●全選手、背番号入りのTシャツなどのお揃いのユニフォームを着用してください。

(上下お揃いにする必要はありません）
●背番号はビブスでも可とし、貸与も可能です。
※サッカー用スパイク、革靴、かかとの高い靴等はご使用いただません。
※試合球は主催者側で日本ドッジボール協会(JDBA)公認の3号公式ボールをご用意いたします。

《受付時間と試合時間》
受付時間：9:30
※チームキャプテンが代表として受付してください。キャプテンの都合がつかない場合は、代わりのチームメ
ンバーが受付を行ってください。

試合時間：10:20
※決勝戦終了後、表彰式を行います。

《試合形式》
●1セット5分、3セットマッチ（2セット先取）
●試合終了時内野人数が同数の場合には終了時ボールを保持していたチームのボールからサドンデス
ゲームを行います。（最初にアウトを取ったチームの勝利となります）

《予選リーグ》
●リーグ内総当たり戦
●勝点合計が同数の場合は勝利したセットの少ないチームのセット数に合わせて内野残り人数の合計
の多いチームが上位になり、残り人数も同数の場合は直接対決の勝者が上位になります。

●各リーグの1位のチームが決勝トーナメントに進出できます。
●順位は【勝点→得失点差→総得点→当該チーム同士の勝敗→抽選】の順で決定します。

《予選スコアシステム》
●セット2-0勝ち：４点、2-1勝ち：が2点、1-2負け：1点、0-2負け・没収試合：０点
変更➡●セット2-0勝ち：3点、2-1勝ち：が2点、1-2負け：1点、0-2負け・没収試合：０点

《決勝トーナメント・順位決定戦》
●8チーム決勝進出予定 ※参加チーム数により、試合形式が変更になる場合があります。
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競技ルール詳細

《競技ルール》
●最新の日本ドッジボール協会(JDBA)公式ルールに準じ、一部コーポレートゲームズルールを採用し
ます。各セットのゲーム中のメンバーの交代はできません。

●試合終了時、内野に女性が残っていた場合は２ポイント加算となります。

【アウトとセーフ】
●相手投球がノーバウンドで当たった場合はアウトです。
●アウトとなったプレイヤーは外野に出なければなりません。
●同時に2名以上に当たった場合は、最初に当たった1名のみがアウトです。

＜ヘッドアタック＞
顔や頭にボールが当たった場合はセーフとなり、相手の内野ボールで再開します。
外野からアウトを取ったプレイヤーは内野へ復帰する事ができます。試合開始時に外野にいた人は、ア
ウトを取らなければと内野に復帰できません。

【ファール】
＜オーバーライン＞
ボールを投げるときも捕るときもラインを踏んではいけません。ラインを踏んだ場合は相手チームの内野
ボールで再開します。

＜ダブルパス＞
内野同士、外野同士のパスは禁止です。

＜ファイブパス＞
外野と内野のパスは4回までとなり、5回目には攻撃しなければなりません。

＜5秒ルール＞
ボールを取ってから5秒以内に投げる必要があります。
※競技詳細は変更となる場合があります。



フットサルクラブ東京 東陽町
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■会場平面図

／東陽町駅からの徒歩ルート

■受付
・受付は施設のカフェ内に設置しております。

■施設
・既存の更衣室・シャワーがありますが別途、保育室を更
衣室として利用いただけます。
・喫煙は所定の喫煙所のみでお願いいたします。
・コート内は飲食持込禁止とさせていただいております。コー
ト外でお願いいたします。
※コート内、水のみ可

■駐車場
・会場に10台駐車場はありますが、当日は会場のスクール
バスや関係者用となりますのでご利用ができませんので予
めご了承ください。

フットサルクラブ東京
東陽町

フットサル
コート①

フットサル
コート②

フットサル
コート③

バスケットボール
コート

受付

参加者入口

男性更衣室

女性更衣室

救護室

３×３受付

至
東
陽
町
駅

※体育館では「バスケットボール（3×3）」競技が同時開催いたします。
※晴天時、開会式は、コートにて「3×3」と「ドッジボール」の2競技合同で行います。雨天時各競技毎で行います。
※更衣室は「バスケットボール（3×3） 」と共用となりますので予めご了承ください。

開会式会場
受付

ドッジボール受付

ドッジボール会場

シャワー


