
 

２０２０年度 
全日本６人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会 開催要項 

（４０ｔｈ デサントジャパンクラブカップ記念大会） 
 

主 催    公益財団法人日本バレーボール協会 

日本クラブバレーボール連盟 

毎日新聞社 

後 援    山形県  

山形市 

天童市 

協 賛    デサントジャパン株式会社 

ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ  株式会社ミカサ 

主 管    一般社団法人 山形県バレーボール協会 
 
１．開催期間   ２０２０年８月１８日（火）から８月２１日（金）  
 

２．会 場   山形県総合運動公園体育館      山形県天童市山王１－１ ℡023-655-5907 

          山形市総合スポーツセンター体育館  山形市落合町１     ℡023-625-2288 
 

３．参加資格  ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「クラブ」 

として有効に登録された選手及びベンチスタッフで構成され、下記に該当するチームとする。 

(1) 前年度上位４チームを推薦する。 

・優勝チーム  岡崎建設Owls（岩手県） ・準優勝チーム 金沢教員クラブ（石川県） 

・第３位チーム 愛媛クラブ（愛媛県）  ・第３位チーム ＥＸＩＴ（大阪府） 

(2) 各都道府県ならびにブロック代表として日本クラブ連盟より推薦されたチーム。 

(3) 開催地（山形県）は、上記（2）の他に１チームを加える。 
 

 ＜注意事項＞   

(1) 選手及びスタッフは、６人制・９人制両方に出場できる。（６人制・９人制は別大会とする。） 

(2) 以下に該当する選手は出場できない。 

・当年度、クラブ以外の加盟団体から全国大会等（都道府県予選会を含む）に出場している選手。 

・Ｖ機構に加盟（準加盟含む）しているチームに、前年度からの登録期間に登録された選手。 

(3) 前項(1)(2)は都道府県予選にも適用する。 
 

４．競技規則  ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会６人制競技規則による。 
 

５．競技方法  グループ戦ののち、決勝トーナメント戦とする。グループ戦において１勝したチームをトーナメント戦

に出場させる。すべて３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 
 

競技日程 第１日 ８月１８日（火）代表者会議・開会式  

第２日 ８月１９日（水）グループ戦・決勝トーナメント戦抽選会 

第３日 ８月２０日（木）決勝トーナメント戦（１、２、３回戦） 

第４日 ８月２１日（金）決勝トーナメント戦（準々決勝、準決勝、決勝戦）・閉会式 
 
６．大会使用球  本大会はミカサ製（Ｖ３００Ｗ）を使用する。 
 

７．チーム構成  試合時のチーム構成は、監督・コーチ・マネージャー各１名と選手１４名の計１７名以内とする。ただ

し、大会参加申込みは、選手は１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１４名までをコン

ポジションシートに記入することができる。なお、選手の変更は番号の変更を含め一切認めないので記

入時に十分注意すること。 

監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制

度に基づく、公認バレーボールコーチ１～４のいずれかの資格を有する者であること。 
 

８．出場手続き  JVAMRS｢チーム責任者ページの【大会申込管理】【大会申込⇒未申込⇒検索⇒大会一覧】から大会申込みを行 

い、添付書類(1)～(4)をアップロードすること。 

≪添付書類≫  

(1) 参加料振込みの領収書の写し（写真ファイル等を添付する） 

(2) ベンチスタッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し（写真ファイル等を添付する） 

(3) 宿泊申込書の写し  (4) 事前提出資料（ｳｴｱ･ｼｭｰｽﾞ･ｻﾎﾟｰﾀｰ確認書含む） 

※ プログラム作成にかかる、集合写真及びチームコメント等のデータの提出にご協力下さい。 



 
 

９．参 加 料   ２５，０００円  

（空調費として別途１０，０００円ご協力頂きます。参加料と合わせて３５，０００円をお振込み下さい。） 

【振込先】  ※必ず「チーム名」で振込むこと 

振込口座  山形銀行 県庁支店 普通預金口座 3022552 
山形県クラブバレーボール連盟 宮林茂和（ミヤバヤシ シゲカズ） 

 

10．締切期日  ２０２０年７月７日（火）必着のこと。 

（期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。） 
 

11．代表者会議  各チーム必ず１名参加のこと。 

(1) 日 時  ２０２０年８月１８日（火）１５時から 

(2) 会 場  山形県総合運動公園体育館 大会議室 
 

12．抽 選 会   シードチームは、ＪＶＡ競技委員会が競技要項に則り決定する。 

(1) グループ戦 

ＪＶＡ競技委員会が主管協会と下記で行い、結果を関係者と関係機関に連絡する。 

（出場チームの立会いは可） 

日 時  ２０２０年７月１２日（日）１４時から 

会 場  山形県スポーツ会館 山形市松山 2-11-30 ℡023-625-5740 

(2) 決勝トーナメント戦 

日 時  ２０２０年８月１９日（水）グループ戦の全試合終了後 （１８時予定） 

場 所  山形県総合運動公園体育館 大会議室 
 

13．開・閉会式  開会式  ２０２０年８月１８日（火）１６時３０分から、山形県総合運動公園体育館で行う。 

各チームは全員、統一された服装で参加のこと。 

閉会式  ２０２０年８月２１日（金）決勝戦終了後、山形県総合運動公園体育館で行う。 

優勝・準優勝チームは必ず出席すること。 
 

14．そ の 他  (1) 本大会の優勝チームは、「2021 年度第 70回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会」に推薦される。 

(2) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 

(3) 大会申込以外のメンバーを新たにスタッフとして追加申請する場合は、確認のために JVAMRS による 

チーム加入一覧表を提出すること。また有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 

(4) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウェアを着用する場合、統一されたものを

着用すること。（ランニングシャツ・ハーフパンツ等不可） 

(5) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メー

カー以外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(6) ユニフォームのチーム名は登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォーム

に都道府県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 

(7) 宿泊の斡旋を希望するチームは、宿泊申込書に必要事項を記載して、「ＪＴＢ山形支店」に申し込む

こと。なお、宿泊の斡旋を希望しないチームは、大会期間中の宿泊（宿舎名・所在地・電話番号・到

着日時）を宿泊申込書に明記すること。 

(8) 練習コートは準備いたしません。各チームで対応をお願いします。 

(9) 大会参加者は、事前に健康診断を受けること。選手の健康管理については、チーム及び個人の責任と

してこれを受け止め、充分留意すること。なお、競技中の負傷については、応急処置を行うが以後の

責任は負わない。 

(10) 地震、風水害等の自然災害及び感染症等により大会が中止された場合は、参加チームのチーム旅費

及び宿泊費の補償はしない。 

(11) 空調費として別途10,000円をご協力頂きますので、参加料と合わせて35,000円をお振込み下さい。

なお、グループ戦敗退チームへは 5,000円を返金します。 

(12) 本大会の問合せ先 

〒990-0858 山形県山形市大字下椹沢 884—2 

      山形県クラブバレーボール連盟 

       理事長  宮 林 茂 和 あて 

               携帯電話 :  090-1064-0916 

           E-mail :  miyarin@amber.plala.or.jp 

           携帯mail :  miyas.3914@icloud.com 
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２０２０年度 

全日本６人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会 開催要項 

（４０ｔｈ デサントジャパンクラブカップ記念大会） 
 

主 催    公益財団法人日本バレーボール協会 

日本クラブバレーボール連盟 

毎日新聞社 

後 援    大阪府  大阪府教育委員会 

大阪市  大阪市教育委員会 

協 賛    デサントジャパン株式会社 

ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ  株式会社モルテン 

主 管    大阪府バレーボール協会 
 

１．開 催 期 間   ２０２０年８月１２日（水）から８月１４日（金） 《代表者会議は８月１１日(火)》 
 

２．会 場    丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館） 大阪市港区田中 3-1-40 TEL 06-6576-0800 

大阪市立港スポーツセンター           大阪市港区田中 3-1-128 TEL 06-6576-4081 

 

３．参 加 資 格  ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「クラブ」 

として有効に登録された選手及びベンチスタッフで構成され、下記に該当するチームとする。 

(1) 前年度上位４チームを推薦する。 

・優勝チーム  リガーレ仙台（宮城県）  ・準優勝チーム ＣＬＵＢ ＥＨＩＭＥ（愛媛県） 

・第３位チーム 福井クラブ （福井県）  ・第３位チーム 尚絅学院大学クラブ （宮城県） 

(2) 各都道府県ならびにブロック代表として日本クラブ連盟より推薦されたチーム。 

(3) 開催地（大阪府）は、上記（2）の他に１チームを加える。 
 

 ＜注意事項＞   

(1) 選手及びスタッフは、６人制・９人制両方に出場できる。（６人制・９人制は別大会とする。） 

(2) 以下に該当する選手は出場できない。 

・当年度、クラブ以外の加盟団体から全国大会等（都道府県予選会を含む）に出場している選手。 

・Ｖ機構に加盟（準加盟含む）しているチームに、前年度からの登録期間に登録された選手。 

(3) 前項(1)(2)は都道府県予選にも適用する。 
 

４．競 技 規 則  ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会６人制競技規則による。 
 

５．競 技 方 法  グループ戦ののち、決勝トーナメント戦とする。グループ戦において１勝したチームをトーナメント戦に出場

させる。すべて３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 
 

競技日程     ８月１１日（火）代表者会議 

第１日 ８月１２日（水）開会式・グループ戦・決勝トーナメント戦抽選会 

第２日 ８月１３日（木）決勝トーナメント戦（１、２、３回戦） 

第３日 ８月１４日（金）決勝トーナメント戦（準々決勝、準決勝、決勝戦）・閉会式 
 

６．大会使用球  本大会はモルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）を使用する。 
 

７．チーム構成  試合時のチーム構成は、監督・コーチ・マネージャー各１名と選手１４名の計１７名以内とする。ただし、大

会参加申込みは、選手は１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１４名までをコンポジションシ

ートに記入することができる。なお、選手の変更は番号の変更を含め一切認めないので記入時に十分注意する

こと。 

監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に

基づく、公認バレーボールコーチ１～４のいずれかの資格を有する者であること。 
 

８．出場手続き  JVAMRSチーム責任者ページの【大会申込管理】【大会申込⇒未申込⇒検索⇒大会一覧】から大会申込みを行い、

添付書類(1)～(5)を電子データで添付すること。ＭＲＳ添付忘れ等の場合は、下記のアドレスに送付すること。

（14.その他(12)に記載） 

≪添付書類≫  

(1) 参加料振込みの領収書の写し（写真ファイル等を添付する） 

(2) ベンチスタッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し（写真ファイル等を添付する） 

(3) 宿泊申込書の写し  (4) 練習会場申込書  (5) 事前提出資料（ｳｴｱ･ｼｭｰｽﾞ･ｻﾎﾟｰﾀｰ確認書含む） 

※ プログラム作成にかかる、集合写真及びチームコメント等のデータの提出にご協力下さい。 



 
 

９．参 加 料  ２５，０００円  

（空調費として別途１０，０００円ご協力頂きます。参加料と合わせて３５，０００円をお振込み下さい。） 

【振込先】  ※必ず「チーム名」で振込むこと 

振込口座 三菱ＵＦＪ銀行 難波支店 普通 口座番号 ５５４４４４９ 

口座名義 クラブカップ ケイリ イワキアキフミ 
 

10．締 切 期 日  ２０２０年７月８日（水）必着のこと。 

（期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。） 
 

11．代表者会議  各チーム必ず１名参加のこと。 

(1) 日 時  ２０２０年８月１１日（火）１７時から 

(2) 会 場  丸善インテックアリーナ大阪「中会議室」 
 

12．抽 選 会  シードチームは、ＪＶＡ競技委員会が競技要項に則り決定する。 

(1) グループ戦 

ＪＶＡ競技委員会が主管協会と下記で行い、結果を関係者と関係機関に連絡する。 

（出場チームの立会いは可） 

日 時  ２０２０年７月１１日（土）１４時から 

会 場  おおきにアリーナ舞洲「会議室」 

大阪市此花区北港緑地２丁目２－１５ 

(2) 決勝トーナメント戦 

日 時  ２０２０年８月１２日（水）グループ戦の全試合終了後 （１８時予定） 

場 所  丸善インテックアリーナ大阪「中会議室」 
 

13．開・閉会式  開会式  ２０２０年８月１２日（水）９時３０分から、丸善インテックアリーナ大阪で行う。 

各チームは全員、統一された服装で参加のこと。 

閉会式  ２０２０年８月１４日（金）決勝戦終了後、丸善インテックアリーナ大阪で行う。 

優勝・準優勝チームは必ず出席すること。 
 

14．そ の 他  (1) 本大会の優勝チームは、「2021年度第 70回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会」に推薦される。 

(2) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 

(3) 大会申込以外のメンバーを新たにスタッフとして追加申請する場合は、確認のために JVAMRS による 

チーム加入一覧表を提出すること。また有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 

(4) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウェアを着用する場合、統一されたものを着用する

こと。（ランニングシャツ・ハーフパンツ等不可） 

(5) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メーカー以

外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(6) ユニフォームのチーム名は登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォームに都道

府県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 

(7) 宿泊の斡旋を希望するチームは、宿泊申込書に必要事項を記載して、「東武トップツアーズ㈱」に申し込む

こと。なお、宿泊の斡旋を希望しないチームは、大会期間中の宿泊（宿舎名・所在地・電話番号・到着日時）

を 宿    泊申込書に明記すること。 

(8) 練習コートの使用を希望するチームは、JVAMRS で申し込みの際、練習会場の欄に記入すること。練習割

当てについては、申込み受付後、チームに直接連絡する。 

(9) 大会参加者は、事前に健康診断を受けること。選手の健康管理については、チーム及び個人の責任としてこ

れを受け止め、充分留意すること。なお、競技中の負傷については、応急処置を行うが以後の責任は負わな

い。 

(10) 地震、風水害等の自然災害及び感染症等により大会が中止された場合は、参加チームのチーム旅費及び宿

泊費の補償はしない。 

(11) 空調費として別途 10,000円をご協力頂きますので、参加料と合わせて 35,000円をお振込み下さい。なお、

グループ戦敗退チームへは 5,000円を返金します。 

(12) 本大会についての問合せ先（メールでのみ受付可） 

大阪府バレーボール協会 競技委員会 osaka_vb_kyougi@yahoo.co.jp 

 

 

 



 

２０２０年度 
全日本９人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会 開催要項 

（４０ｔｈ デサントジャパンクラブカップ記念大会） 
 

主 催    公益財団法人日本バレーボール協会 

日本クラブバレーボール連盟 

毎日新聞社 

後 援    新潟県  新潟県教育委員会  公益財団法人新潟県スポーツ協会 

新潟市  新潟市教育委員会  公益財団法人新潟市スポーツ協会 

協 賛    デサントジャパン株式会社 

ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ  株式会社ミカサ 

主 管    新潟県バレーボール協会 
 
１．開催期間   ２０２０年８月２１日（金）から８月２４日（月）  
 

２．会 場   （新潟市内体育館）＊現段階で記載できず（2020東京パラリンピックの事前合宿の可能性があります） 
 

３．参加資格  ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「クラブ」 

として有効に登録された選手及びベンチスタッフで構成され、下記に該当するチームとする。 

(1) 前年度上位４チームを推薦する。 

・優勝チーム おかやま（岡山県）     ・準優勝チーム 群雄会（静岡県） 

・第３位チーム 愛知 ALL BLACKS（愛知県）・第３位チーム 沖縄銀行（沖縄県） 

(2) 各都道府県ならびにブロック代表として日本クラブ連盟より推薦されたチーム。 

(3) 開催地（新潟県）は、上記（2）の他に１チームを加える。 
 

 ＜注意事項＞   

(1) 選手及びスタッフは、６人制・９人制両方に出場できる。（６人制・９人制は別大会とする。） 

(2) 以下に該当する選手は出場できない。 

・当年度、クラブ以外の加盟団体から全国大会等（都道府県予選会を含む）に出場している選手。 

・Ｖ機構に加盟（準加盟含む）しているチームに、前年度からの登録期間に登録された選手。 

(3) 前項(1)(2)は都道府県予選にも適用する。 
 

４．競技規則  ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会９人制競技規則による。 
 

５．競技方法  グループ戦ののち、決勝トーナメント戦とする。グループ戦において１勝したチームをトーナメント戦

に出場させる。すべて３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 
 

競技日程 第１日 ８月２１日（金）代表者会議・開会式  

第２日 ８月２２日（土）グループ戦・決勝トーナメント戦抽選会 

第３日 ８月２３日（日）決勝トーナメント戦（１、２、３回戦） 

第４日 ８月２４日（月）決勝トーナメント戦（準々決勝、準決勝、決勝戦）・閉会式 
 
６．大会使用球  本大会はミカサ製（Ｖ３００Ｗ）を使用する。 
 

７．チーム構成  試合時のチーム構成は、監督・コーチ・マネージャー各１名と選手１５名の計１８名以内とする。ただ

し、大会参加申込みは、選手は１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１５名までをコン

ポジションシートに記入することができる。なお、選手の変更は番号の変更を含め一切認めないので記

入時に十分注意すること。 

監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制

度に基づく、公認バレーボールコーチ１～４のいずれかの資格を有する者であること。 
 

８．出場手続き  JVAMRS｢チーム責任者ページの【大会申込管理】【大会申込⇒未申込⇒検索⇒大会一覧】から大会申込みを行 

い、添付書類(1)～(4)をアップロードもしくは下記に送付すること。 

【送付先】 〒950-0915 新潟市中央区鐙西 2-29-1-111 藤澤 正文 宛 

≪添付書類≫  

(1) 参加料振込みの領収書の写し 

(2) ベンチスタッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し（写真ファイル等を添付する） 

(3) 宿泊申込書の写し (4) 事前提出資料（ｳｴｱ･ｼｭｰｽﾞ･ｻﾎﾟｰﾀｰ確認書含む） 

※ プログラム作成にかかる、集合写真及びチームコメント等のデータの提出にご協力下さい。 
 



 

９．参 加 料   ２５，０００円  

（空調費として別途１５，０００円ご協力頂きます。参加料と合わせて４０，０００円をお振込み下さい。） 

【振込先】  ※必ず「チーム名」で振込むこと。 

振込口座 第四銀行 新津南支店 普通 ５０２８７６７ 

口座名義 新潟県バレーボール協会 クラブ９男新潟大会 担当 藤澤正文 
 

10．締切期日  ２０２０年７月１４日（火）必着のこと。 

（期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。） 
 

11．代表者会議  各チーム必ず１名参加のこと。 

(1) 日 時  ２０２０年８月２１日（金）１５時から 

(2) 会 場  （未定） 
 

12．抽 選 会   シードチームは、ＪＶＡ競技委員会が競技要項に則り決定する。 

(1) グループ戦 

ＪＶＡ競技委員会が主管協会と下記で行い、結果を関係者と関係機関に連絡する。 

（出場チームの立会いは可） 

日 時  ２０２０年７月２３日（木・祝）１４時から 

会 場  新潟市鳥屋野総合体育館 研修室 新潟市中央区神道寺南 2-3-46 

(2) 決勝トーナメント戦 

日 時  ２０２０年８月２２日（土）グループ戦の全試合終了後 （１８時頃予定） 

場 所  （未定） 
 

13．開・閉会式  開会式  ２０２０年８月２１日（金）１７時から、（会場未定）で行う。 

各チームは全員、統一された服装で参加のこと。 

閉会式  ２０２０年８月２４日（月）決勝戦終了後、（会場未定）で行う。 

優勝・準優勝チームは必ず出席すること。 
 

14．そ の 他  (1) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 

(2) 大会申込以外のメンバーを新たにスタッフとして追加申請する場合は、確認のために JVAMRS による 

チーム加入一覧表を提出すること。また有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 

(3) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウェアを着用する場合、統一されたものを

着用すること。（ランニングシャツ・ハーフパンツ等不可） 

(4) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メー

カー以外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(5) ユニフォームのチーム名は登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォーム

に都道府県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 

(6) 宿泊の斡旋を希望するチームは、宿泊申込書に必要事項を記載して、「（株）日本旅行 新潟支店」

に申し込むこと。なお、宿泊の斡旋を希望しないチームは、大会期間中の宿泊（宿舎名・所在地・電

話番号・到着日時）を宿泊申込書に明記すること。 

(7) 練習コートの使用を希望するチームは、JVAMRS で申し込みの際、練習会場の欄に記入すること。

練習割当てについては、申込み受付後、チームに直接連絡する。 

(8) 大会参加者は、事前に健康診断を受けること。選手の健康管理については、チーム及び個人の責任と

してこれを受け止め、充分留意すること。なお、競技中の負傷については、応急処置を行うが以後の

責任は負わない。 

(9) 地震、風水害等の自然災害及び感染症等により大会が中止された場合は、参加チームのチーム旅費

及び宿泊費の補償はしない。 

(10) 空調費として別途 15,000円をご協力頂きますので、参加料と合わせて 40,000円をお振込み下さい。

なお、グループ戦敗退チームへは 5,000円を返金します。 

 (11) 本大会の問合せ先 

〒950-0915 新潟市中央区鐙西 2-29-1-111 藤澤 正文（新潟市バレーボール協会事務局） 

 TEL 090-4829-8545 大会専用Eメール vc9m_niigata@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 



 

２０２０年度 
全日本９人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会 開催要項 

（４０ｔｈ デサントジャパンクラブカップ記念大会） 
 

主 催    公益財団法人日本バレーボール協会 

日本クラブバレーボール連盟 

毎日新聞社 

後 援    兵庫県  兵庫県教育委員会 

神戸市  神戸市教育委員会 

協 賛    デサントジャパン株式会社 

ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ  株式会社モルテン  

主 管    兵庫県バレーボール協会 
 
１．開催期間   ２０２０年８月１０日（月・祝）から８月１３日（木）  
 

２．会 場   グリーンアリーナ神戸（神戸総合運動公園体育館）       神戸市須磨区緑台  

TEL 078-796-1155 

 兵庫大学付属須磨ノ浦高等学校高倉台キャンパス体育館    神戸市須磨区高浦台７丁目 21-1  

TEL 078-731-4665  
 

３．参加資格  ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「クラブ」 

として有効に登録された選手及びベンチスタッフで構成され、下記に該当するチームとする。 

(2) 前年度上位４チームを推薦する。 

・優勝チーム 日本体育大学（東京都）・準優勝チーム パナソニック大阪（大阪府） 

・第３位チーム Lotus（大阪府）   ・第３位チーム FINAL-K（岐阜県） 

(2) 各都道府県ならびにブロック代表として日本クラブ連盟より推薦されたチーム。 

(3) 開催地（兵庫県）は、上記（2）の他に１チームを加える。 
 

 ＜注意事項＞   

(1) 選手及びスタッフは、６人制・９人制両方に出場できる。（６人制・９人制は別大会とする。） 

(2) 以下に該当する選手は出場できない。 

・当年度、クラブ以外の加盟団体から全国大会等（都道府県予選会を含む）に出場している選手。 

・Ｖ機構に加盟（準加盟含む）しているチームに、前年度からの登録期間に登録された選手。 

(3) 前項(1)(2)は都道府県予選にも適用する。 
 

４．競技規則  ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会９人制競技規則による。 
 

５．競技方法  グループ戦ののち、決勝トーナメント戦とする。グループ戦において１勝したチームをトーナメント戦

に出場させる。すべて３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 
 

競技日程 第１日 ８月１０日（月・祝）代表者会議・開会式  

第２日 ８月１１日（火）  グループ戦・決勝トーナメント戦抽選会 

第３日 ８月１２日（水）  決勝トーナメント戦（１、２、３回戦） 

第４日 ８月１３日（木）  決勝トーナメント戦（準々決勝、準決勝、決勝戦）・閉会式 
 
６．大会使用球  本大会はモルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）を使用する。 
 

７．チーム構成  試合時のチーム構成は、監督・コーチ・マネージャー各１名と選手１５名の計１８名以内とする。ただ

し、大会参加申込みは、選手は１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１５名までをコン

ポジションシートに記入することができる。なお、選手の変更は番号の変更を含め一切認めないので入

力時に十分注意すること。 

監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制

度に基づく、公認バレーボールコーチ１～４のいずれかの資格を有する者であること。 
 

８．出場手続き  JVAMRS｢チーム責任者ページの【大会申込管理】【大会申込⇒未申込⇒検索⇒大会一覧】から大会申込みを行 

い、添付書類(1)～(4)をアップロードもしくは下記に送付すること。 

【送付先】 〒674-1102  姫路市広畑区蒲田４２９－３ 

兵庫県クラブバレーボール連盟  気付  松上 麻美  宛 

又は、Eメール h_c_v_f@yahoo.co.jp 



 

≪添付書類≫  

(1) 参加料振込みの領収書の写し（写真ファイル等を添付する） 

(2) ベンチスタッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し（写真ファイル等を添付する） 

(3) 宿泊申込書の写し  (4) 事前提出資料（ｳｴｱ･ｼｭｰｽﾞ･ｻﾎﾟｰﾀｰ確認書含む） 

※ プログラム作成にかかる、集合写真及びチームコメント等のデータの提出にご協力下さい。 
 

９．参 加 料   ２５，０００円  

（空調費として別途１０，０００円ご協力頂きます。参加料と合わせて３５，０００円をお振込み下さい。） 

【振込先】  ※必ず「チーム名」で振込むこと 

振込口座 ゆうちょ銀行 〇九九店 当座 ０１２５３６５ 

（記号・番号 ００９８０－５－１２５３６５） 

口座名義 兵庫県クラブバレ－ボ－ル連盟 
 

10．締切期日  ２０２０年７月７日（火）必着のこと。 

（期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。） 
 

11．代表者会議  各チーム必ず１名参加のこと。 

(1) 日 時  ２０２０年８月１０日（月・祝）１５時から 

(2) 会 場  グリーンアリーナ神戸（多目的ホール） 
 

12．抽 選 会   シードチームは、ＪＶＡ競技委員会が競技要項に則り決定する。 

(1) グループ戦 

ＪＶＡ競技委員会が兵庫県協会と下記で行い、結果を関係者と関係機関に連絡する。 

（出場チームの立会いは可） 

日 時  ２０２０年７月１２日（日）１４時から 

会 場  国立明石工業高等専門学校３階 会議室 明石市魚住町西岡 679-3 

(2) 決勝トーナメント戦 

日 時  ２０２０年８月１１日（火）グループ戦の全試合終了後 （１８時予定） 

場 所  グリーンアリーナ神戸（多目的ホール） 
 

13．開・閉会式  開会式  ２０２０年８月１０日（月・祝）１７時から、グリーンアリーナ神戸で行う。 

各チームは全員、統一された服装で参加のこと。 

閉会式  ２０２０年８月１３日（木）決勝戦終了後、グリーンアリーナ神戸で行う。 

優勝・準優勝チームは必ず出席すること。 
 

14．そ の 他  (1) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 

(2) 大会申込以外のメンバーを新たにスタッフとして追加申請する場合は、確認のために JVAMRS による 

チーム加入一覧表を提出すること。また有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 

(3) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウェアを着用する場合、統一されたものを

着用すること。（ランニングシャツ・ハーフパンツ等不可） 

(4) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メー

カー以外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(5) ユニフォームのチーム名は登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォーム

に都道府県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 

(6) 宿泊の斡旋を希望するチームは、宿泊申込書に必要事項を記載して、「東武トップツアーズ」に申し

込むこと。なお、宿泊の斡旋を希望しないチームは、大会期間中の宿泊（宿舎名・所在地・電話番号

・到着日時）を宿泊申込書に明記すること。 

(7) 大会参加者は、事前に健康診断を受けること。選手の健康管理については、チーム及び個人の責任と

してこれを受け止め、充分留意すること。なお、競技中の負傷については、応急処置を行うが以後の

責任は負わない。 

(8) 地震、風水害等の自然災害及び感染症等により大会が中止された場合は、参加チームのチーム旅費及

び宿泊費の補償はしない。 

(9) 空調費として別途 10,000円をご協力頂きますので、参加料と合わせて 35,000円をお振込み下さい。 

 (10) 本大会の問合せ先 

兵庫県クラブバレーボール連盟  

競技委員長 久保田 章 TEL 090-4279-8564  

Eメール h_c_v_f@yahoo.co.jp 



 

020年度 第７３回 全日本９人制バレーボール実業団男子選手権大会 開催要項 

2020年度 第７２回 全日本９人制バレーボール実業団女子選手権大会 開催要項 
 

主  催   公益財団法人日本バレーボール協会 

日本実業団バレーボール連盟 

後  援   毎日新聞社 

       山陰中央新報社 

島根県  島根県教育委員会  公益社団法人島根県体育協会 

松江市  松江市教育委員会  公益財団法人松江市体育協会 

ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ     株式会社ミカサ  株式会社モルテン 

主  管   島根県バレーボール協会 

 

１．開催期間  【男子】２０２０年７月１７日（金）から７月２０日（月） 

【女子】２０２０年７月１７日（金）から７月１９日（日） 

 

２．会   場  松江市総合体育館       （松江市学園南 1-21-1     TEL 0852-25-1700） 

松江市鹿島総合体育館     （松江市鹿島町佐陀本郷 76    TEL 0852-82-3331） 

 

３．参加資格  2020年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「実業団」として
有効に登録された選手およびベンチスタッフで構成され、下記に該当するチームとする 。 

      【男子】 

(1) 前年度優勝チーム       JFE西日本（広島県） 

(2) 主催団体より推薦されたチーム 横河電機（東京都）、中部徳洲会病院（沖縄県）、住友電工（大阪府） 

富士通（兵庫県） 

(3) 当年度９人制トップリーグ所属チーム 

                中部徳洲会病院（沖縄県）、富士通（兵庫県）、住友電工（大阪府） 

                住友電工伊丹（兵庫県）、ＪＦＥ西日本（広島県）、横河電機（東京都） 

                ＪＴ東京（東京都）、パナソニック津（三重県） 

(4) 各ブロック代表として日本実業団連盟より推薦されたチーム。 

ただし、各ブロックの代表チーム数は原則として下記のとおりとする。 

北海道:1、東北:2、関東:9、北信越:5、東海:7、近畿:8、中国:5、四国:3、九州:5、調整枠:2 

(5) 開催地(島根県)は、上記(4)の外に１チームを加える。 

【女子】 

(1) 主催団体より推薦されたチーム：大分銀行（大分県）、パナソニック津アドバンス（三重県） 

花王コスメ小田原（神奈川県）、松本市役所（長野県） 

(2) 都道府県代表の部：各都道府県代表として日本実業団連盟から推薦されたチーム。 

(3) 開催地（島根県）は、上記（2）の他に１チームを加える。 

 

４．競技規則  2020年度公益財団法人日本バレーボール協会９人制競技規則による。 

 

５．競技方法   

【男子】グループ戦の後、決勝トーナメント戦とする。グループ戦において１勝したチームを決勝トーナメント戦に出
場させる。９人制トップリーグ所属チーム（８チーム）はグループ戦を免除し、決勝トーナメント戦から出場
させる。全試合３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 

【女子】グループ戦の後、決勝トーナメント戦及び強化トーナメント戦とする。グループ戦において１勝したチームは
決勝トーナメント戦に出場する。それ以外のチームは強化トーナメント戦に出場する。全試合３セットマッチ
とし３位決定戦は行わない。参加チーム数を勘案して、上記の競技方法を変更する場合がある。 

競技日程 【男子】 
第１日 ７月１７日（金） 代表者会議、開会式 
第２日 ７月１８日（土） グループ戦、決勝トーナメント戦抽選会 
第３日 ７月１９日（日） 決勝トーナメント戦（１・２・３回戦） 
第４日 ７月２０日（月） 決勝トーナメント戦（準々決勝・準決勝・決勝戦）、閉会式 
【女子】 

第１日 ７月１７日（金） 代表者会議、開会式 

第２日 ７月１８日（土） グループ戦、トーナメント戦（決勝・強化）抽選会 

第３日 ７月１９日（日） 決勝トーナメント戦、強化トーナメント戦、閉会式 

 

６．大会試合球  本大会は、男子はミカサ製（Ⅴ３００Ｗ）、女子はモルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）を使用する。 

 

７．チーム構成   試合時のチーム構成は、監督・コーチ・マネージャー・トレーナー各１名と選手１５名の計１９名以
内とする。ただし、大会参加申込みは、選手１８名まで申し込むことができる。そして，試合毎に１５
名までをコンポジションシートに記入することができる。なお、選手の変更は番号の変更を含め一切認
めないので記入時に十分注意すること。 

監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導員



 

制度に基づく、公認バレーボールコーチ１、公認バレーボールコーチ２、公認バレーボールコーチ３、
公認バレーボールコーチ４のいずれかの資格を有する者であること。また、本大会では部長のベンチ入
りを認める。(ＪＶＡＭＲＳにチームスタッフとして登録していること） 

 

８．出場手続き  ＪＶＡＭＲＳ｢チーム責任者ページ｣の【大会申込管理】【大会申込⇒未申込⇒検索⇒大会一覧】から大
会申込みを行い、添付書類(1)～(4)を下記に送付すること。 

【申込先】 住所 〒699-0615  島根県出雲市斐川町併川 581 

E-mail：h-shishido@oosaki.co.jp 

島根県バレーボール協会 競技委員長 宍戸 秀明 宛 

《添付書類》 (1)ベンチスタッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し (2)宿泊申込書の写し 

  (3)練習会場申込書 (4)ウェア・シューズ・サポーター確認書 

※プログラム作成にかかる、集合写真及びチームコメント等のデータの提出にご協力下さい。 

 

９．参 加 料  ２５，０００円 (空調費として別途５，０００円ご協力頂きます。参加料と併せて３０，０００円お振
込み下さい。)※必ずチーム名で振り込むこと 

         【振込先】 振込口座：山陰合同銀行 本店営業部  普通 ３１４６５１０ 

               口座名義：島根県バレーボール協会 代表 大森 栄二 

              （シマネケンバレーボールキョウカイ ダイヒョウ オオモリ エイジ） 

 

10．締切期日  2020年６月 17日（水）必着のこと。（期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。） 

 
11．代表者会議  各チーム必ず１名参加のこと。 

(1) 日 時  2020 年 7月 17 日（金）15時から 

(2) 会 場  松江市総合体育館 多目的ルーム 島根県松江市学園南 1-21-1 TEL0852-25-1700 

 
12．抽 選 会  (1) グループ戦 

ＪＶＡ競技委員会が主管協会と下記で行い、結果を関係者と関係機関に連絡する。 

（出場チームの立会いは可） 

日 時  2020 年 6月 20日（土）13時 30分から 

会 場  サンラポーむらくも ２Ｆ会議室 島根県松江市殿町 369 TEL0852-21-2670 

(2) トーナメント戦 男子（決勝）、女子（決勝・強化） 

日 時  2020 年 7月 18日（土）グループ戦の全試合終了後男子 18時予定・女子 17時予定 

会 場  松江市総合体育館 多目的ルーム 

  

13．開・閉会式  開会式 2020年 7月 17日（金）１７時から松江市総合体育館で行う。各チームは全員、統一された服
装で参加のこと。 

閉会式 女子 2020 年 7月 19 日（日）決勝戦終了後、松江市総合体育館で行う。 

    男子 2020 年 7月 20 日（月）決勝戦終了後、松江市総合体育館で行う。 

入賞チームは必ず出席すること。 

 

14．そ の 他  (1)  本大会の優勝チームは、「2020年度全日本９人制バレーボール総合選手権大会」に推薦される。 

(2) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 

(3) 大会申込み以外のメンバーによるスタッフ変更を申請する場合は、ＪＶＡＭＲＳによるチーム加入一
覧表を提出すること。また有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 

(4) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニングウェアを着用する場合、統一されたものを着用
すること。（ランニングシャツ・ハーフパンツ等不可） 

(5) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。 

公認メーカー以外を着用する場合には、そのロゴを露出しないようにすること。 

(6) ユニフォームのチーム名は登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォーム
に都道府県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 

(7) 宿泊と弁当の斡旋は行いません。なお、大会期間中の宿泊先（宿舎名・所在地・電話番号・到着日時）
を記入し、提出すること。 

(8) 練習コートの使用を希望するチームは、「練習会場申込書」に記入のうえ、大会申し込み締切日まで
に送付すること。会場割当については、グループ戦抽選後、希望したチームに直接連絡する。 

(9) 大会参加者は、事前に健康診断を受けること。選手の健康管理については、チーム及び個人の責任と
してこれを受け止め、十分留意すること。なお、競技中の負傷については、応急措置は行うが以後
の責任は負わない。全参加者は健康保険証を持参のこと。 

(10) 地震、風水害等の自然災害及び感染症等により大会が中止された場合は、参加チームのチーム旅費及
び宿泊費の補償はしない。 

(11) 空調費として５，０００円を徴収しますので、ご協力をお願い致します。従いまして、参加料と合わ
せて３０，０００円をお振込みください。 

(12) 本大会についての問合せ先 

島根県バレーボール協会 競技委員長 宍戸 秀明 

E-mail：h-shishido@oosaki.co.jp   携帯：090-4573-3329 



 

２０２０年度 
第１９回 全国社会人９人制バレーボール東ブロック男女優勝大会 開催要項 

 

主  催  公益財団法人日本バレーボール協会 

日本実業団バレーボール連盟 

日本クラブバレーボール連盟 

共  催  全日本大学バレーボール連盟 

後  援  愛知県 一宮市 一宮市教育委員会 一宮市体育協会（すべて申請予定） 

ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ 株式会社ミカサ 株式会社モルテン 

主  管  愛知県バレーボール協会 

 

１．開催期間  ２０２０年１０月２９日（木）から１１月１日（日） 

 

２．会  場  一宮市総合体育館（DIADORAアリーナ・いちい信金ＡＢ） 

          一宮市光明寺町字白山前２０番地  ℡０５８６-５３-６３００ 

 

３．参加資格  ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「実業団」、「クラブ」、

「大学」として有効に登録された選手及びベンチスタッフで構成され、下記の項目に該当するチームとする。（男

子３６チーム、女子２４チーム） 

（１）各ブロック代表として推薦されたチーム。 

各ブロックの代表チーム数は原則として下記のとおりとする。ただし、推薦チーム数が不足する場合は、男

女合わせて６０チームとなるように補填することがある。 

【男子】北海道：１、東北：８、関東：１３、北信越：６、東海：７ 

【女子】北海道：１、東北：６、関東： ７、北信越：４、東海：５、調整枠：１ 

（２）開催地（愛知県）は上記の他に男女各１チームを加える。 

（３）下記の競技会に出場したチーム及び個人は出場できない。 

①当年度黒鷲旗全日本男女選抜大会 

②当年度全日本９人制実業団男子・女子選手権大会 

③当年度全日本６・９人制クラブカップ男子・女子選手権大会 

④当年度国民体育大会バレーボール競技 

 

４．競技規則  ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会９人制競技規則による。 

 

５．競技方法  グループ戦の後、決勝トーナメント戦とする。グループ戦において１勝したチームを決勝トーナメント戦に出場

させる。全試合３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 

競技日程  第１日 １０月２９日（木） 代表者会議、開会式 

第２日 １０月３０日（金） グループ戦、決勝トーナメント戦抽選会 

第３日 １０月３１日（土） 決勝トーナメント戦（１・２・３回戦） 

第４日 １１月 １日（日） 決勝トーナメント戦（準決勝・決勝戦）、閉会式 

 

６．大会使用球  本大会は、男子はミカサ製（Ｖ３００W）、女子はモルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）を使用する。 

 

７．チーム構成   試合時のチーム構成は、監督・コーチ・マネージャー各１名、選手１５名の計１８名以内とする。ただし、

大会参加申込みは、選手１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１５名までをコンポジションシ

ートに記入することができる。なお、選手の変更は番号の変更を含め一切認めないので記入時に十分注意すること。 

監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に

基づく、公認バレーボールコーチ１～４のいずれかの資格を有する者であること。 

また、本大会では部長のべンチ入りを認める。（ＪＶＡＭＲＳにチームスタッフとして登録していること） 

 

８．出場手続き  ＪＶＡＭＲＳ｢チーム責任者ページ｣の【大会申込管理】【大会申込⇒未申込⇒検索⇒大会一覧】から大会申込

みを行い、添付書類(1)～(3)を下記に送付すること。 

【申込先】 未定 

＜送付書類＞(1)ベンチフタッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し 

(2)ウエア・シューズ・サポーター確認書 (3)宿泊調査票 

※プログラム作成にかかる、集合写真及びチームコメント等のデータの提出にご協力下さい。 

 



 

９．参 加 料  ２５，０００円  ※必ず「チーム名」で振込むこと 

【振 込 先】：三菱 UFJ銀行 名古屋営業部 普通 ０９０６７３８ 

【口座名義】：愛知県バレーボール協会事務局庶務 代表 廣美里（ヒロ ミサト） 

 

10．締 切 期 日   ２０２０年９月１８日（金）必着のこと。（遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない） 

 

11．代表者会議  各チーム必ず１名参加のこと。 

日 時 ２０２０年１０月２９日（木） １５時から 

会 場 一宮市総合体育館 多目的室 

 

12．抽 選 会 （１）グループ戦 

主管協会とＪＶＡ競技委員会が連携して行い、結果を関係者と関係機関に連絡する。 

（出場チームの立会いは可） 

日 時 ２０２０年９月２７日（日） １４時から 

会 場 愛知県バレーボール協会事務所 

（名古屋市中区丸の内２－１－３７ エスパシオ丸の内７Ｃ） 

（２）決勝トーナメント戦 

日 時 ２０２０年１０月３０日（金） グループ戦の全試合終了後（１７時予定） 

場 所 一宮市総合体育館 多目的室 

 

13．開・閉会式  開会式 ２０２０年１０月２９日（木）１６時より、一宮市総合体育館 DIADORAアリーナで行う。 

各チームは全員統一された服装で参加のこと。 

閉会式 ２０２０年１１月１日（日）決勝戦終了後、一宮市総合体育館 DIADORAアリーナで行う。 

入賞チームは必ず出席すること。 

 

14．そ の 他 (1) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置（左胸部が望ましい）につけること。 

(2) 大会申込み以外のメンバーによるスタッフ変更を申請しようとする場合は、ＪＶＡＭＲＳによるチーム加入

一覧表を提出すること。また有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 

(3) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウェアを着用する場合、統一されたものを着用する

こと。（ランニングシャツ・ハーフパンツ等不可） 

(4) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メーカー以

外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(5) ユニフォームのチーム名には登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォームに都

道府県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 

(6) 宿泊及び弁当の斡旋を希望するチームは、下記に直接申し込むこと。 

担当者：トラベルリンクス（株式会社リンクス）高橋洋一 

T E L ：052-569-5981 

F A X ：052-569-5982 

mobile：090-9682-9399 

E-mail：takahashi.yoichi@travellinks-j.com 

           （申し込み方法は別途連絡します） 

なお、宿泊の斡旋を希望しないチームも「宿泊調査票」に大会期間中の宿泊先（宿舎名・所在地・電話番

号・到着日時）を記載して、出場手続きの送付書類として同封すること。 

(7) 練習コートについては大会本部では準備しない。 

(8) 大会参加者は、事前に健康診断を受けること。選手の健康管理については、チーム及び個人の責任としてこ

れを受け止め、十分留意すること。なお、競技中の負傷については、応急処置は行うが、以後の責任は負わ

ない。 

(9) 地震、風水害等の自然災害及び感染症等により大会が中止された場合は、参加チームのチーム旅費及び宿泊

費の補償はしない。 

(10) 本大会の問合せ先 

    愛知県バレーボール協会 事務局次長  大下 孝  ℡090-5637-2796 

競技委員長  家子 利幸 ℡090-8422-2241 

 

 

 

 



 

２０２０年度 
第９０回 全日本９人制バレーボール総合男子選手権大会 開催要項 
第８９回 全日本９人制バレーボール総合女子選手権大会 開催要項 

 

主  催 公益財団法人日本バレーボール協会 

後  援 毎日新聞社 

 大阪府  大阪府教育委員会  公益財団法人大阪体育協会 

 大阪市  大阪市教育委員会  一般財団法人大阪スポーツみどり財団 

協  力 東武トップツアーズ株式会社  デサントジャパン株式会社 

ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ 株式会社ミカサ  株式会社モルテン 

主  管 大阪府バレーボール協会 
 

１．開 催 期 間   ２０２０年１０月２９日（木）から１１月１日（日） 
 

２．会 場   丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館） 大阪市港区田中 3-1-40  TEL 06-6576-0080 

          大阪市立港スポーツセンター           大阪市港区田中 3-1-128 TEL 06-6576-4081 
 

３．参 加 資 格   ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により、それぞれの種別

に有効に登録された選手及びベンチスタッフで構成され、次の項目に該当するチームとする。 

(1)当年度９人制実業団選手権大会優勝チーム 

【男子】           【女子】 
 

(2)当年度９人制クラブカップ選手権大会優勝チーム 

【男子】           【女子】 
 

(3)当年度９人制トップリーグ所属チーム 

【男子】中部徳洲会病院（沖縄県）    【女子】パナソニックブルーベルズ（大阪府） 

富士通（兵庫県）             マツダクロス・ナイン（広島県） 

住友電工（大阪府）            デンソーテンレッドフェニックス（兵庫県） 

住友電工伊丹（兵庫県）          イビデンレグルス（岐阜県） 

ＪＦＥ西日本（広島県）          鹿児島銀行レジオンウィングス（鹿児島県） 

横河電機（東京都）            東京東信用金庫ブルーラビッツ（東京都） 

ＪＴ東京（東京都）            サンデンブルーエコアーズ（群馬県） 

パナソニックＥＳ津（三重県）      日田検診ホワイトドルフィン（大分県） 

 

 (4)各ブロック代表として推薦されたチーム。ただし、各ブロックの代表チーム数は下記のとお 

りとする。 

【男子】北海道・東北：２、関東:８、北信越:５、東海:４、近畿:６、中国:５、四国:４、九州:８、

調整枠１ 

【女子】北海道・東北：１、関東:６、北信越:３、東海:４、近畿:５、中国:３、四国:３、九州:３、

調整枠１ 
 

(5)開催地(大阪府)は、上記(４)の他に１チームを加える。 
 

４．競 技 規 則   ２０２０年度公益財団法人日本バレーボール協会９人制競技規則による。 
 

５．競 技 方 法   グループ戦の後、決勝トーナメント戦とする。グループ戦において１勝したチームをトーナメント戦に出場

させる。全試合３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 
 

競技日程   第１日 １０月２９日(木) 代表者会議、開会式 

第２日 １０月３０日(金) グループ戦、決勝トーナメント戦抽選会 

第３日 １０月３１日(土) 決勝トーナメント戦（１・２・３回戦） 

第４日 １１月 １日(日) 決勝トーナメント戦（準々決勝･準決勝･決勝戦）、閉会式 
 

６．大 会 使 用 球   本大会は、男子はミカサ製（Ｖ３００Ｗ）、女子はモルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）を使用する。 

 

７．チ ー ム 構 成   試合時のチーム構成は、監督・コーチ・マネージャー各１名、選手１５名の計１８名以内とする。ただし、

大会参加申込みは、選手１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１５名までをコンポジション

シートに記入することができる。なお、選手の変更は番号の変更を含め一切認めないので記入時に十分注意

すること。 

監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導

者制度に基づく、公認バレーボールコーチ１～４のいずれかの資格を有する者であること。 

また、本大会では部長・トレーナーのべンチ入りを認める。（ＪＶＡＭＲＳにチームスタッフとして登録

していること） 
 



 

８．出場手続き   ＪＶＡＭＲＳ｢チーム責任者ページ｣の【大会申込管理】【大会申込⇒未申込⇒検索⇒大会一覧】から大会申

込みを行い、必要書類(1)～(7)も電子データで添付すること。ＭＲＳ添付忘れ等の場合は、下記のアドレスに

送付すること(その他(10)に記載）。 
 

《添付書類》 (1)参加料振込の領収書写し  (2) 練習会場申込書 

(3)宿泊申込書の写し (4) ベンチスタッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し 

(5)集合写真  (6)事前提出資料（ｳｪｱ･ｼｭｰｽﾞ･ｻﾎﾟｰﾀｰ確認書含） (7)チームコメント 
 

９．参 加 料   ３０，０００円  ※必ずチーム名で振り込むこと。 

【振込先】  振込口座：りそな銀行 泉大津支店 普通 ０３８８７５６ 

口座名義：全日本９人制総合実行委員会 経理 中岸俊樹（ナカギシ トシキ）   
 

10．締 切 期 日   ２０２０年９月２３日(水)必着のこと。(期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない) 
 

11．代表者会議   各チーム必ず１名参加のこと。 

(1) 日 時  ２０２０年１０月２９日（木）１５時３０分から  

(2) 会 場  丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館）「大会議室」 
 

12．抽 選 会   シードチームは、ＪＶＡ推薦１０チームとし、順位はＪＶＡ競技委員会が決定する。 

(1) グループ戦 

主管協会とＪＶＡ競技委員会が連携して行い、結果を関係者と関係機関に連絡する。 

（出場チームの立会いは可） 

日 時  ２０２０年９月２９日（火）１９時から 

会 場  大阪府バレーボール協会「会議室」 

 大阪市浪速区難波中 2-7-25 ナンバビル 304号 
 

(2) 決勝トーナメント戦 

日 時  ２０２０年１０月３０日（金）グループ戦の全試合終了後 

（男子は１７時３０分予定、女子は１８時予定） 

会 場  丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館）「中会議室」 
 

13．開・閉会式   開会式  ２０２０年１０月２９日（木）１７時から丸善インテックアリーナ大阪で行う。 

各チームは全員、統一された服装で、選手全員が必ず参加のこと。 
 

閉会式  ２０２０年１１月１日（日) 決勝戦終了後、丸善インテックアリーナ大阪で行う。 

入賞チームは必ず出席すること。（３位チームはコート上で表彰する） 
 

14．そ の 他  (1) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 

(2) 大会申込以外のメンバーを新たにスタッフとして追加申請する場合は、確認のためにＪＶＡＭＲＳ

によるチーム加入一覧表を提出すること。また有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提

出すること。 

(3) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニングウェアを着用する場合、統一されたものを着

用すること。（ランニングシャツ・ハーフパンツ等不可） 

(4) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メ

ーカー以外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(5) ユニフォームのチーム名は登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォー

ムに都道府県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 

(6) 宿泊の斡旋を希望するチームは、宿泊申込書に必要事項を記載して、「東武トップツアーズ」に申

し込むこと。なお、宿泊の斡旋を希望しないチームは、大会期間中の宿泊先（宿舎名・所在地・

電話番号・到着日時）を宿泊申込書に明記すること。 

(7) 練習コートの使用を希望するチームは、大会申込締め切り日までに申し込むこと。割り当てについ

てはグループ戦抽選後に各チームに通知します。 

(8) 大会参加者は事前に健康診断を受けること。選手の健康管理については、チーム及び個人の責任と

してこれを受け止め、十分留意すること。なお、競技中の負傷については、応急処置は行うが以

後の責任は負わない。 

(9) 地震、風水害等の自然災害及び感染症等により大会が中止された場合は、参加チームのチーム旅費

及び宿泊費の補償はしない。 

(10) 本大会についての問合せ先(メールでのみ受付可) 

大阪府バレーボール協会 競技委員会 osaka_vb_kyougi@yahoo.co.jp 

 


