２０１９年度 全九州バレーボール総合選手権大会 宮崎県大会要項
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※参加チ ーム数や諸事 情により変更 になる場合があります 。

１ ４日(日)

２日間

男子

日南総合運動公園多目 的体育館
日南振徳高等学校体育 館
日南学園高等学校体育 館

女子

日南市立北郷体育館（ さくらアリー ナ）
日南高等学校体育館
日南市生涯学習センタ ーまなびピア

男女

日南総合運動公園多目 的体育館

４月１３日（土）

４月１４日（日）

／

３ 参加資格
（１）２０１９年度(公財)日本バレ ーボール協会 にチーム登録及び個人 登録した選手 で構成さ
れ、宮崎県バレーボール 協会に登録され たチーム とその選手であること。原則としてチ
ーム加入選手一覧に記 載されていな い選手は参加 を認めない。
（２）宮崎県高等学校 体育連盟加盟 校の生徒であ ること。
（３）大会開催年度の ４月２日で１ ８歳未満の者 であること。
（４）転校後６ヶ月未満の 者の出場は認 めない。但し、一家転住などの理由 によりやむを 得な
い場合は、所属高等学校長の 申請により高体 連会 長の承認を得た者につ いてはこの限 り
ではない。
（５）全日制・定時制 ・通信制課程 の生徒による 混合チームは認めない 。
（６）学校教育法第1 条に規定する高等学校 以外 の参加については、宮崎県高 等学校総合体育
大会参加基準要項に準 ずる。
（７）外国人留学生の参加に ついては、試合出場 選手１４名以内のうち ２名までエン トリーで
きるが、コート内には １名に限る。
４ 競技規則
（１）２０１９年度(公財)日本バレ ーボール協会 ６人制競技規則による 。
但し、全試合３セット マッチのラリ ーポイント２ ５点制とする。
（２）リベロ制 を採用する 。ユニフォーム につい ては、明らかに 違う色で濃淡の はっきりした
ユニフォームを着用す ること。
５ 競技方法
（１）トーナメント戦 とする。
（２）競技日程 ※参 加チーム数や 諸事情により 変更になる場合があり ます。
・第１日目（４月１３ 日）
開館
代表者会議（各会場）

８時３０分
９時００分

開始式（各会場）

９時２０分

トーナメント１・２・ ３回戦・準々 決勝

１０時００分

試合開 始

・第２日目（４月１４ 日）
開館

９時００分

準決勝、決勝
６

１０時００分

試合開 始

大会使用球
男子：モルテン(V5M5000)・女子：ミカサ(MVP300)社製カラーボールを使 用する。
※１３日(土)の試合球はチーム持ち 寄りとするの で各チーム準備するこ と。

７ チーム構成
（１）１チームは監督１名、コー チ１名、マネー ジャー１名、公式記録員１ 名、選手１８名以
内、計２２名以内とする。試合 出場選手(１４名以 内)は、各試合前に選手登録１８ 名以
内より選び出場するこ とができる。 また、試合出 場 選 手 を １ ３ 名 以 上 選 出 す る 場 合 は 、
リベロを必ず２名選出 しなければな らない。
（２）ベンチスタッフ については監 督・コーチは 校長の認める当該校の 職員又は外部 指導者と
し、マネージャ ーと公式記録員 は当該校の生徒 で なければならない 。ただし監督・コー
チ共に外部指導者とな ることは認め ない。どちら か一方は当該校の職員 とする。また 外
部指導者は損害・賠 償責任保険(スポーツ安 全保険 等)に必ず加入することを条 件とする 。
（３）今大会の限定特 別ルール
本来１８名選手の登録 制(協会主催のみ実施)は、試合当日になって申込 時における１ ８
名以内の選手名および 背番号を変更 することはで きない。しかし ながら、以下の観点か
ら当日の代表者会議に おける監督、コー チ、マネ ージャー、記録員、選手のエ ントリー
変更を認める。
①新１年生の出場を可 能にするため 。
②新年度４月から監督 等の変更があ る可能性があ るため。
８ 出場手続き
（１）申込用紙を宮崎県バレ ーボール協会ホ ーム ページよりダウンロー ドし、学校長印を押印
し、下記宛申し込むこ と。
（２）また、申込書デ ータを日南市 バレーボール 協会 谷口宛にメール にて送ること 。
※あくまでもメールで の送信事項は パンフレット 作成のためのものです 。
申込用紙は必ず学校長 印を押印した ものを送付し てください。
【申込書送付先】
〒８８９－２５３３

日南市大字星 倉４８４３－ １３
谷 口
雅 彦 宛
ＴＥＬ：090-3076-3438 ／ ＦＡＸ：0987-67-4462
【メール送信先】
日南市バレーボール協 会 谷口 雅 彦
mh.taniguchi.ni@gmail.com

９

参加料

７，００ ０円

10

申込締切期日

11

代表者会議

２ ０１９年３月 ８日(金)

必 着厳守（ ＦＡＸ不 可）

２０ １９年４月１ ３日(土) 各会場にて行う。

12 組み合わせ抽選 男女とも第８ シードまで考 慮し、主催者側で公開 抽選を行う。
（１）抽選日：２０１ ９年３月１７ 日(日) １７時 ００分より
（２）抽選会場：日南 総合運動公園 多目的体育館 会議室

13 開・閉会式
（１）開会式
総合開会式は行わない 。
ただし、１日目 （４月１３日 ・９時２０分 ～）に各会場にて開始 式を行う。
（２）閉会式（表彰式 ）
４月１４日 ・決勝戦終了後 行う。
※男女とも上 位２チームは 参加のこと 。（ 第３位は準決勝終了後 コート表彰を 行う）
14 表彰
（１）男女とも第３位 まで表彰する 。
（２）取得資格
優勝・準優勝チームは 、５月１０日(金)から１２ 日(日)に長崎県長崎市 で開催される
全九州バレーボール総 合選手権大会 の出場資格を 得る。
15

随行審判員
随行審判員制度を採用 する。
随行審判員のいないチ ームは、審判 協力金として ５，０００円を受付時 に支払うこと 。

16 その他
（１）競技中の疾 病、傷害な どの応急処置は 主管 側でするが、その 後は日本体育・学校保健セ
ンターの規定に従って 各学校で処置 すること。
（２）参加者は健康保 険証を持参す ること。コピ ーでも構わない。
（３）出場チームは必 ず校長が適当 と認めた当該 校職員によって引率さ れること。
（４）各チームとも受 付を４月１３ 日(土)代表者会議までに各会場にて 行うこと。
（５）会場及び競技日程に ついては、出場チー ム 数により変更する場合 がある。会場及び 競技
日程については、組み合 わせ抽選後、組み合 わせ 表とともに県協会ホー ムページに掲 載
するので各チームにお いて確認をし てください。
（６）第１試合の補助員に ついては、第３試合 の チームから７名の協力 をお願いしま す。なお
第３試合のチームが２ チームの場合 は、番号の早 い方から４名、遅い方か ら３名の協力
をお願いします。
【本大会の問い合わせ 先】
総括：谷口 雅 彦 090-3076-3438 (日南市バレーボール協会理事 長)
総務：矢越 孝裕 090-1512-4996（日南市バレー ボール協会総務委員長 ）
競技：倉元 政成 090-3198-1015 (日南市バレー ボール協会競技委員長 )
審判：川崎 和彦 090-5380-9870 (日南市バレー ボール協会審判委員長)

