
二宮町子ども会 ドッジボール大会運営のお願い （単子役員向け） 

・試合のスムーズな進行のために、以下の内容についての事前把握と、ご協力をお願いします。 

１）ルールを事前に充分に読み、内容について、理解・把握するように努めてください。 

  また、子ども達にも、事前に説明をお願いします。 

２）チーム毎に監督者（引率者）が付くようにして、チームの引率を行うようにしてください。 

３）自分達のチームが、どこのコートで待機し、いつ、どこのチームと試合があるのかを確認して 

ください。 

４）試合は、各セット８名で行います。（原則どちらかのセットには必ず、出場しなくてはなりません。） 

  子どもがどちらのセットに出場するのかを事前に決めておいてください。 

  （試合が始まってから決めていたのでは、時間がかかってしまうため。） 

５）試合をする８名は、必ず、赤白帽をかぶらなくてはなりません。 

  ※ゲームに参加しない子どもは赤白帽は被らないこと 

①対戦表の上側のチームが赤帽で、下側のチームが白帽です。 事前に確認しておいてください。 

②対戦表の上側のチームは、【第 1 セット：掲揚台側内野】、【第 2 セット：本部側内野】になります。 

  対戦表の下側のチームは、【第 1 セット：本部側内野】、【第 2 セット：掲揚台側内野】になります。 

③元外野は、作戦により１名～７名の間で自由に選べますが、相手をアウトにしないと内野に戻れ 

 ません。 （いのちはありません） だれが元外野になるかを、あらかじめ決めておいてください。 

④試合中は、ギャラリーラインの外側で応援して下さい。（サイドライン３ｍの外）・・・検討中 

６）審判員及び選手に対しての抗議・野次等の行為は禁止。（家族などの応援者も含む） 

重大なマナー違反（抗議、野次等）の場合は、主審が「テクニカルファール」をとり、試合を中断し 

「警告」する。⇒違反者は速やかに「退場」すること。 

・「審判員さんも我々と同じ、保護者であり、ボランティアです。」 

・「味方のマナー違反は、自分達で注意しあい、お互いに気持よく過ごせるようにお願いします。」 

 

*子ども達のお手本になるような応援をお願いします！ 

 

７）第 1 セット終了後にコートチェンジとメンバーチェンジが発生します。 

 スムーズに行えるように、子ども達には、あらかじめ説明しておいてください。 

 （コートチェンジによる内野外野の位置の変更、メンバーチェンジによる赤白帽の着用・非着用など） 

 ※セット終了時、主審の笛の終了合図と共に選手はその場に座り、 内野人数を確認後、コートチェンジ。 

８）午後のトーナメント抽選会を昼休みに行いますので、チームの代表者は忘れずに集合して下さい。 

９）午後の各トーナメント戦の組み合わせを昼休みに本部に掲示します。 

１０）決勝トーナメントに引分けはありません。 

・3 セットマッチで行います。3 セット終了時点で勝敗がつかないときは、既定の人数(内野 ５名、 

外野３名)で延長戦を行います。どちらかの選手が 1 名アウトになった時点で勝敗が決まり、 

試合終了となります。 

１１）各セットに出場する選手をあらかじめ決めておいてください。 

１２）各単子引率者は試合終了後、対戦結果表の内容を確認してｻｲﾝを行いますので、必ず主審までお越しください。 

 

 

 

 



二宮町子ども会 レクリエーション大会 

ドッジボール ルールブック 
１） チーム 

クラス：クラス別は次のとおりとする。 

高学年の部：４年生～６年生の男女混合 

低学年の部：１年生～３年生の男女混合 

チーム編成：１チームは、原則８名以上１６名以下とする。 

欠員が出た場合、低学年チームは別の低学年チームから、 

高学年チームは別の高学年チームもしくは低学年チームから一時的に補うことが 

出来る。補えない場合は、人数不足のままで、試合を行うことが出来る。 

キャプテン：チームはキャプテン１名を、あらかじめ登録する。 

 

２） 競技場 

コート：別途定める 

 

３） 用具 

ボール：別途定める。使用するボールに適した空気圧で使用すること。 

禁止用具等：スパイクシューズ、グローブ、滑り止めと判断されるもの、アクセサリー等、 

主審が危険と判断したものの使用を禁止する。 

 

４） 罰則 

５） 審判員 

審判員：各試合に主審１名・副審１名・線審２名を任命する 

主審（１名）：試合進行の全てについて決定権を有している 

アウト、セーフおよび反則の判定をし、ボールの支配権を決定する 

試合中アウト、セーフ及び反則等の判定について他の審判員を召集し 

協議することができる 

副審（１名）：主審を補佐する タイムキーパーを兼務する 

センターラインに関する反則等について責任を持って判定する 

線審：主審の判定を補佐する 

バックラインとサイドラインに関する反則等について責任を持って判定する 

 

６） 競技方法 

試合時間：各セット５分間とする。 

試合形式：試合は８名対８名で行い、原則前半に出場しなかったプレイヤーは、 

必ず後半に出場しなければならない。 

（チーム全員が少なくとも前半・後半のどちらかには出場しなければならない。） 

プレイ中、負傷者または急病人が発生した場合以外は、途中交代はできない。 

ボールとコート：別途、あらかじめ決めて指定する。 

プレイヤー：プレイヤー８名は、見分けがつくように、赤白帽子をきちんと着用すること。 

（プレイヤー以外は着用しない） 

どちらのチームが、どちらの色を着用するかは、あらかじめ決めて指定する。 



試合開始；主審の試合開始の合図（ホイッスル）により開始し、試合時間を計測する。 

試合終了：タイムキーパー（副審）の試合終了の合図（ホイッスル）が鳴った瞬間、 

または一方のチームの内野プレイヤー全員のアウトが確定した瞬間とする。 

試合終了と同時にプレイヤーの手から離れた投球ボールは有効とする。 

セットアップ：各試合の開始時、外野に１名以上７名以下を配置し、プレイヤーは、 

内野及び外野の位置に着く 

プレイヤー以外は、（ギャラリーラインの外で）試合の邪魔にならない位置に 

移動する。 

コートチェンジ：第 1 セット終了時に、コートチェンジを行う 

 

【試合の勝敗】 

・各セット内野に残っているプレイヤーの多い方のチームがセットの勝利を得る。 

または相手の内野プレイヤーを全員アウトにしたチームが勝利を得る。  

取得セット数の多いチームが勝利となる。 

・予選リーグは 2 セットマッチで行うため、取得セット数が同じ場合は引き分けとなる。 

・決勝トーナメントは 3 セットマッチで行う。2 セット先取したチームの勝利を得る。 

3 セット終了時点で引き分けの場合は、３分間の延長戦を行う。 

・延長戦でも決着がつかない場合は再延長戦を行い、 

どちらかのチームの一人がアウトになった時点で試合終了となり、勝敗を決定する。 

 

【予選の順位】 

次の判定基準によって順位を決める。 

①  各試合の勝ち点の合計が高いチームから上位を決定する。 

 （勝ち：３点、 引分け：１点、 負け：０点） 

② 上記①が同じ場合は、各試合の取得セット数合計の多いチームを上位とする。 

③ 上記①②が同じ場合は、各試合の内野人数合計が多いチームを上位とする。 

④ 上記全てで判定がつかない場合は、抽選にて決める。 

決勝トーナメント進出チーム 

予選リーグの１・２位のチームが決勝トーナメントに進出できる。 

合計１０チームで決勝トーナメントを行う。 

予選リーグ３位、４位はそれぞれのトーナメント戦を実施するが、最終順位は競わない。 

 

７） プレイの規定 

キャッチ：相手プレイヤー及び味方プレイヤーが投球したボールを直接からだで受け止め、 

投球が可能な状態をいう。 

アタック：ボールの軌道の上部が防御側の内野プレイヤーが直立、且つ自然体で立った状態で、 

肩の線より低い投球であり、原則的にはノーバウンドのボールであること。 

かつ、内野プレイヤーの広げた両手の内側（円筒形の内側）の範囲を 

ボールが通過したと認められる軌道であること。 

パス：味方の内野プレイヤーと外野プレイヤーの間で行われる、アタック以外の投球とパスという。 

アウト： 

アシストキャッチ：相手の内野プレイヤーまたは外野プレイヤーの投球したノーバウンドのボール



が、内野エリア内でプレイ中の味方内野プレイヤーに当たり、 

そのボールが空中にある間に、味方のプレイヤーまたは 

当てられたプレイヤー自身がノーバウンドでファール無くキャッチしたこと

をいい、当たったプレイヤーはアウトにならない。 

セーフ：ヘルドボール 

ボールの支配権： 

内外野への移動： 

内野復帰権の放棄：次の場合、内野復帰権の放棄とみなす 

アウトをとったにも拘らず、インプレイ中そのまま外野で故意偶然に関わらず 

再びボールに触れた場合。 

または、再度プレイに加わったと審判員が認めた場合。 

そのまま外野に居続けた場合。 

試合再開：ボールを保有しているプレイヤーが自エリア内で静止し、 

主審のホイッスルの後に投球する。 

 

内野復帰権：外野プレイヤーは、相手内野プレイヤーをアウトにした時点で 

内野に復帰する権利を得る。 

ただし、外野プレイヤーが１人の場合は、内野に復帰することはできない。 

外野プレイヤーは、相手内野プレイヤーをアウトにして内野エリアに復帰する場合、 

復帰する機会または審判員からの指示があったにも拘らず 

内野プレイヤーとならない場合は、 

復帰権を放棄したものとみなし内野への復帰はできない。 

最後唯一の外野プレイヤーが、相手チームの最後の内野プレイヤーをアウトにして 

試合が終了する場合、そのプレイヤーは内野へ復帰する権利を得る。 

外野プレイヤーの投球：外野ﾌﾟﾚｲﾔｰは、バックラインからのみ、ボールを投球することが出来る。 

 

８） 反則（ファール） 

ファールは次のとおりとし、その場合ボールの支配権は相手の内野または外野に移動する。 

① ファイブパス：パスは、ファール及びアウトがなく連続４回までとし、 

５回目のパスが成立した時点でファールとなり、 

ボールの支配権は相手の内野に移動する。 

② ダブルパス：同一チームの内野プレイヤー同士、または外野プレイヤー同士が、 

パス及びボールの受け渡しをした場合はファールとなり、 

ボールの支配権は相手の内野に移動する。 

③ オーバーライン：インプレイ中、ボールを保有したプレイヤーはラインを踏んだり、 

越えてはならない。 

この場合ファールとなりボールの支配権は、相手の内野または外野に移動 

する。 

④ ホールディング：インプレイ中、相手チームのエリア内に転がっているボールに触れてはな         

らない。 

この場合ファールとなりボールの支配権は相手の内野または外野に移動 

する。 



⑤ ヘッドアタック：ノーバウンドの投球で直接相手プレイヤーの顔面、 

または頭部に当ててはならない。 

この場合ファールとなりボールの支配権は相手の内野に移動し、 

その投球は無効となる。 

故意にボールに顔や頭をもっていったと審判が判断した場合は、 

イリーガル・スローまたは、イリーガル・キャッチのファールとなり、 

ヘッドアタックは適用されない。 

⑥ タッチ・ザ・ボディー：試合中、相手ﾌﾟﾚｲﾔｰと体が接触するような行為をしてはならない。    

この場合ファールとなり、 

ボールの支配権は相手の内野または外野に移動する。 

⑦ ダブルタッチ：アウトになったプレイヤーがアウトコール後、 

       外野への移動中に自エリア内で自ら再びボールに触れてはならない。 

この場合ファールとなりボールの支配権は相手の内野に移動する。 

⑧ インターフェアー：プレイヤーが内外野への移動中に、 

故意に相手の投球したボールに触れてはならない。 

この場合ファールとなり、ボールの支配権は相手の内野に移動する。 

⑨ キープ・フォー・ファイブ：ﾌﾟﾚｲﾔｰはボールを捕球してから５秒以上保持してはならない。 

この場合ファールとなり、 

ボールの支配権は相手の内野に移動する。 

ただし、転倒などをして直ちに投球することが出来ない場合は、 

立ち上がってから５秒とする。 

⑩ フライングスロー：試合を再開する場合、ボールの支配権を持つプレイヤーは 

主審のホイッスル前に投球してはならない。 

この場合ファールとなりボールの支配権は相手の内野に移動する。 

⑪ アウトプレイ：インプレイ中、プレイヤーは自エリア以外でプレイしてはならない。 

この場合ファールとなり、ボールの支配権は相手の内野に移動する。 

⑫ イリーガル・スロー：手・腕・足・頭等でボールを弾いてアタック、 

またはパスをしてはならない。 

この場合ファールとなりボールの支配権は相手の内野に移動する。 

ただし、偶然ボールが体に当たった場合は除く。 

⑬ イリーガル・キャッチ：手・腕・足・頭等でボールを弾いた後、 

そのボールを捕球してはならない。 

この場合ファールとなり、ボールの支配権は相手の内野に移動する。    

ただし、偶然ボールが体に当たった場合は除く。 

また、ファンブルと主審が認めたものはこの限りではない。 

⑭ テクニカルファール：試合中、プレイヤーが危険行為や重大なマナー違反を行った場合は、 

テクニカルファールとし、ボールの支配権が相手の内野に移動する。 

テクニカルファールを犯したプレイヤーは、「警告」を受ける。 

試合中、監督者及び控えのプレイヤーまたは応援者が 

危険行為や重大なマナー違反を行った場合、テクニカルファールとし、 

ボールの支配権が相手の内野に移動する。 

テクニカルファールを犯した監督者・控えのプレイヤー・応援者は、 



「警告」を受ける。 

 

ファールの重複：ファールが連続してあった場合は最初のファールを適用する。 

ファールの判定が各審判員で異なった場合は、重い方を適用する。 

アドバンテージ：主審はファールを認めても、 

ファールされたチームが有利になるか判断がつかない場合は、 

ファールを確定させずしばらく経過を見る。 

その結果、ファールされたチームに有利な場合は、そのまま試合を続行させ、 

不利な場合は、その時点でファールを確定させる。 

ただし、テクニカルファールの場合はこの限りではない。 

 

抗議・アピール：試合中、抗議及びアピールはできない。 

  



審判員の手引き 
 

原則的には、各コートの審判員だけで、試合進行の全てを行ってください。 

役割分担については試合開始前にあらかじめ話し合って決めておいてください。 

試合の途中では、役割の変更をしないようにお願いします。 

 

審判員の役割 

・主審（１名） センターラインの延長線上付近に位置する 

・主審は試合進行の全てについて決定権を有している  

・アウト、セーフおよび反則の判定をし、ボールの支配権を決定する 

・試合中アウト、セーフ及び反則等の判定について他の審判員を召集し協議することができる 

・副審（１名） 主審と反対側のセンターラインの延長線上付近に位置する 

・主審を補佐する タイムキーパーを兼務する 対戦結果票に記入する 

・センターラインに関する反則等について責任を持って判定する 

・線審（２名）コートの対角付近に位置する 

・主審の判定を補佐する 

・バックラインとサイドラインに関する反則等について責任を持って判定する 

 

試合進行の手順 

【事前準備】次の試合の対戦チームを確認する。審判員がそろっており、役割分担が決まっていることを確認する。  

必要な備品がそろっているか確認する。 

（ボール、ホイッスル、ストップウォッチ、対戦結果票、ボールペン） 

【試合開始】主審は、「全員集合」の合図でコート中央に両チームを整列させる。（控え選手も並ぶ）審判員も整列 

（対戦表の上側のチームが掲揚台側内野、下側が本部側内野） 

 

第 1 セット出場プレイヤーに赤白帽を被らせ、それぞれ８名いることを確認する。 

（第 1 セットは、掲揚台側内野のチームが赤帽、本部側内野のチームが白帽） 

「これより A チーム対 B チームの試合を行います」 

「両チーム 礼」 「よろしくお願いします」 

「選手セットアップ」の合図で試合の出来るポジションに付くように促す 

  外野：１～７名 作戦により自由。ただし、常に１名以上はいるように。 

            内野：８名のうち外野以外のプレイヤー 

  控え：８名以外のチームメンバー（外野のボール拾いにつくのは可：赤白帽はかぶらない） 

掲揚台側内野のチームにボール権があるので、内野プレイヤーにボールを渡す。 

主審のホイッスル『ﾋﾟｰｯ』により試合開始 タイムキーパー（副審）はストップウォッチスタート 

 

【試合中】アウトの判定に対しては、ホイッスル『ピッ』を必ず行う。 

判定について協議が必要になった場合は、時計を止め、審判員を召集し意見をまとめる。 

その後、参加者に聞こえるように、状況・根拠などを説明し、しかるべき措置ののち試合を再開する。 

【第 1 セット終了】終了時間になったらタイムキーパー（副審）は、ホイッスル『ピッピーッ』により 

前半終了を合図する。 

主審はホイッスル『ピッピーッ』を繰り返す。  



（ただし、試合の終了はタイムキーパー側のホイッスル） 

主審はそのままの状態で内野の人数を数え、副審と確認後、 

「前半は、A チーム●名、B チーム■名です。」などと、参加者に聞こえるように報告する。 

副審が対戦結果票に記入する。 

「コートチェンジ」の合図で、コートを入れ替わるように促す。 

 

【第 2 セット開始】「選手セットアップ」の合図で、後半に出場する８名がポジションに付いているか確認する。 

         ※選手の入れ替えが発生するので、８名になっているかを、注意して確認する。 

掲揚台側内野のチームにボール権があるので、内野プレイヤーにボールを渡す。 

主審のﾎｲｯｽﾙ『ﾋﾟｰｯ』により試合開始 タイムキーパー（副審）はストップウォッチスタート 

【第 2 セット終了】終了時間になったらタイムキーパー(副審)は、ホイッスル『ﾋﾟｯﾋﾟｰｯ』により試合終了を合図する。 

主審はホイッスル『ピッピーッ』を繰り返す。  

（ただし、試合の終了はタイムキーパー側のホイッスル） 

主審はそのままの状態で内野の人数を数え、副審と確認後、 

「第 2 セットは、A チーム●名、B チーム■名です。」などと、参加者に聞こえるように報告する。 

「全員集合」の合図でコート中央に両チームを整列させる。（控え選手も並ぶ） 

整列後、試合の結果を伝える。（各取得セット数及び内野の人数が記入されているか確認する） 

「●●対■■で、（ＡorＢ）チームの勝ち」、 「●●対●●で、引分け」など 

「両チーム 礼」 「ありがとうございました」 

副審は対戦結果票を完成させ、主審のサインをもらい、本部まで提出する。 

 

 【決勝トーナメント】３セットマッチとする。 

第 2 セット終了時点で 2 セットを先取したチームはその時点で勝利となる。 

第 3 セットは行わない。 

第３セットに入る前にキャプテンを呼び、ジャンケンでボール権とコートを確定する。 

「第 3 セットアップ」の合図で、出場する８名がポジションに付いているか確認する。 

           ※選手の入れ替えが発生するので、８名になっているかを、注意して確認する。 

ジャンケンで決めた、ボール権のあるチームの内野にボールを渡す。 

主審のﾎｲｯｽﾙ『ﾋﾟｰｯ』により試合開始 タイムキーパー（副審）はストップウォッチスタート 

第 3 セットを開始 

【第 3 セット終了】終了時間になったらタイムキーパー（副審）は、ﾎｲｯｽﾙ『ピッピーッ』により試合終了を合図する。 

主審はﾎｲｯｽﾙ『ピッピーッ』を繰り返す。(ただし、試合の終了はタイムキーパー側のホイッスル) 

主審はそのままの状態で内野の人数を数え、副審と確認後、 

 

【延長開始】引き分けの場合、そのままの状態から、誰か一人がアウトになるまで、試合を延長する。 

（ホイッスル『ピッ』により延長戦開始） 

【延長戦終了】「全員集合」の合図でコート中央に両チームを整列させる。（控え選手も並ぶ） 

「延長戦の結果、●●対■■で、（ＡorＢ）チームの勝ち」など 

「両チーム 礼」 「ありがとうございました」 

副審は対戦結果票を完成させ、主審のサインをもらい、本部まで提出する。 

 

 



タイムテーブル予定 

 


