
プログラム

１、 天理ドッジボールの趣旨、チームづくり講座について

２、 天理ドッジボール紹介ビデオ 「ボール一つからにをいがけ」

３、 チーム結成の体験談

藤井 光春 氏（八阪納分教会長、柏原ブロッサム監督）

４、 コロナ禍における活動や留意点

榮島 勇次 氏（天理ドッジボール委員会委員・三輪ウインドファイアーズ監督）

５、 まとめ

６、 アンケートのお願い

立教184年



―メモー



番号 チーム 活動地域 監督 直属 所属

1 ヤマトウインズ 天理市 森下 豊 旭日 大倭

2 天理ホワイトカブス 天理市 関 昌 河原町 神戸牧

3 三輪ウインドファイアーズ 桜井市 榮嶋 勇次 櫻井 三輪

4 みつやまドラゴン 橿原市 政田 修一 八木 三津山

5 大安寺ブレイブスターズ 奈良市 林 久美 八木 橿原

6 吉野Ｃｏｓｍｏ Ｄｒａｇｏｎ 吉野郡 阪本 智恵 敷島 宇龍

7 フロンティアーズ 天理市 荒木 一喜 兵神 菊水

8 秋津サウザンズホークス 御所市 窪田 哲 櫻井 南山

9 桜井スナイパーズ 桜井市 阪口 美佳 敷島 長谷川

10 田原本北シューターズ 磯城郡 刀根 貴志 城法 城田

11 片桐ワンダーキッズ 大和郡山市 古川 照樹 郡山 片桐

12 ときわぎキッズ 宇陀市 橋本 道雄 敷島 常盤木

13 保津川インパルス 亀岡市 泉 浩一 亀岡 神實

14 木津がむしゃらインパルス 木津川市 河野 裕 亀岡 神實

15 なかよし子供会 津市 浅井 雄一 津 一志

16 三重濱ハンターズ 四日市市 西垣 真之 津 三重濱

17 高安ブラザーズ 八尾市 阪井 忠夫 東本 本阪井

18 グレープハーツ 生野区 吉川 博久 高安 片江

19 愛光ウインズ 松原市 大野 勝 麹町 愛光

20 千代田ドッジボーラーズ 河内長野市 青海 信二 池田 芦照

21 柏原ブロッサム 柏原市 藤井 光春 八木 八阪納

22 ＤＯＫＫＹ´Ｓ 静岡市 工島 丈春 高安 駿一廣

23 ウルフパッカーズ 静岡市 新貝 貴道 東 東戸倉

24 ててて！甲府 甲府市 井出 久満 甲府 琢美

25 甚目寺ＡＭＡ’Ｘ あま市 松浦 よし江 本愛 本喜愛

26 あつたshake hands 名古屋市 久野 清和 東愛 愛德

27 あわっこレインボーズ 阿波市 堀田 弘之 撫養 高井郷

28 バリバリキッズ 今治市 村上 史郎 愛豫 愛乃道

29 日吉ブルーファイヤー 北宇和郡 上山 泰昌 高岡 土居郷

30 やまなみバンディッツ 今治市 村上 史郎 愛豫 愛乃道

31 高松うどん子ファイターズ 高松市 北嶋 亮馬 高松 高松

32 鴨方キングス 浅口市 三宅 寿郎 郡山 鴨

33 つくらハリケーンズ 倉敷市 藤原 康晴 玉島 都倉

34 有馬ユナイテッドマインズ 南島原市 大二田 実彦 東肥 筑海



今年度の大会・試合の日程

令和３年

５ 月 頃 第10回天理ﾄﾞｯｼﾞﾊﾟｰｸ 主催：天理ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協議会

５月16日（日） 第32回天理ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 主催：布教部

ＫＯＧ期間中 天理ﾄﾞｯｼﾞおぢばがえり交流会 主催：天理ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協議会

開催日未定 奈良教区ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 主催：奈良教区・各支部

11 月 頃 第11回天理ﾄﾞｯｼﾞﾊﾟｰｸ 主催：天理ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協議会

12月12日（日） 第33回天理ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 主催：布教部

令和４年

1月5日 新春お節会ﾄﾞｯｼﾞ交流会 主催：天理ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協議会

３ 月 頃 第16回天理ﾄﾞｯｼﾞｸﾗｲﾏｯｸｽ（卒業） 主催：天理ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協議会

各大会は初心者でも少人数でも、ご参加いただけます。

詳細につきましては、天理ドッジボール協議会〔tenri-dodge@oyasato.net〕

もしくは、布教部庶務課体育活動事務局にお問い合わせください。

天理ドッジボール協議会

教内関係者が主体となって、全国各地で活躍しているドッジボールチームや「天理ド

ッジボールフェスティバル」に参加したチームの代表者、監督、コーチなどで構成され

ています。

「ボールひとつでにをいがけ」を合言葉に、チームをつくりたい人たちの相談を受け、

ルール説明や選手の集め方、練習方法、チーム運営などへのアドバイスを行っています。

協議会では「天理ドッジボールフェスティバル」の運営協力、相互のチーム交流や選

手や指導者のサポート、夏のこどもおぢばがえりやお節会、卒業時期など、その時々に

交流ドッジ大会を開いたり、教区や支部など教内で開催される大会への審判員の派遣、

大会運営の協力なども行っています。いつでも気軽にご相談ください。


