第４０回記念全日本バレーボール小学生大会（令和 2 年度）

埼玉県大会開催要項
主

催

公益財団法人日本バレーボール協会・日本小学生バレーボール連盟・読売新聞社

後

援

公益財団法人日本スポーツ協会日本スポーツ少年団・報知新聞社・
一般社団法人全国信用金庫協会
埼玉県教育委員会・公益財団法人埼玉県スポーツ協会埼玉県スポーツ少年団
熊谷市教育委員会（予定）

協
賛
オフィシャル
ボ ー ル
主
管

デサントジャパン株式会社・日清製粉グループ・ゼビオグループ

日時＆会場

(1) 総合開会式

株式会社ミカサ・株式会社モルテン
埼玉県バレーボール協会・埼玉県小学生バレーボール連盟

会

場

令和２年４月２９日（水）
深谷市総合体育館（ビッグタートル）

深谷市上野台２５６８
日

程

℡０４８－５７２－３０００

選手受付： ９時００分～９時３０分
開 会 式：１０時００分～
１次抽選：１１時００分～
監督会議：１１時００分～

(2) 予選リーグ
○男子・女子・混合１次予選リーグ戦監督会議

４月２９日（水）

○男子・女子・混合１次予選リーグ戦 ５月３日(金)～５月２４日(日)
※試合会場は各小学校の体育館など、対戦チームで確保願います。
男子・女子・混合２次予選リーグ戦監督会議 ５月３０日(土)14 時～
（埼玉県県民活動総合センター

セミナーホール１ 伊奈町内宿台 6-26）

○男子・女子・混合２次予選リーグ戦 ５月３１日(日)～６月２１日(日)
※試合会場は各小学校の体育館など、対戦チームで確保願います。
(3) 決勝大会
○男子・女子・混合決勝大会監督会議

６月２７日（土） １４時～

（埼玉県県民活動総合センター セミナーホール１
１日目

日 程

令和２年７月４日（土）

２日目

日 程

令和２年７月５日（日）

会

熊谷スポーツ文化公園体育館（彩の国くまがやドーム）

場

熊谷市上川上３００
参加資格

伊奈町内宿台 6-26）

℡０４８－５２６－２００４

(1) 令和２年４月１日に１２歳未満の者で、同年、５月１日現在、国、公、私立
の小学校および各種学校に在学していること。
(2) エントリーメンバー（ベンチスタッフおよび選手）は、公益財団法人日本バ
レーボール協会加盟団体登録規程に基づき、令和２年４月１日以降、埼玉県
大会決勝大会１日目（７月４日）までに、公益財団法人日本バレーボール協
会－ＭＲＳの登録を済ませていること。
※但し、この埼玉県大会中、他チームから登録し、その後移籍した者について

は、これを認めることはできない。なお、埼玉県スポーツ少年団に加盟して
いるチームも、同様の手続きを済ませること。
(3) 混合の部に出場するチームは、共通の代表者のもとに団体が組織され、同一
の地域（区市町村）で活動し、埼玉県小学生バレーボール連盟に混合チーム
または、男女チーム登録している団体でなければならない。
競技規則

(1) 令和２年度公益財団法人日本バレーボール協会の定める６人制競技規則に
よる。但し、別に定める小学生バレーボール競技規則を採用する。
(2) 混合の部のコート内の男女の割合は、男子及び女子が常に１人以上であれば
構わない。
（男女比は問わない）
(3) 混合の部のメンバーチェンジは、(2)に示した割合を守れば、男女に関係な
くメンバーチェンジをすることができる。

競技方法

(1) 男子・女子・混合の部いずれも１次・２次予選リーグ戦を行い、男子８チー
ム・女子３２チーム・混合８チームによる決勝トーナメント戦を行う。
※令和元年度の会長杯争奪新人大会決勝大会に出場予定だった、男子・女子・
混合４４チームについて、第４０回記念全日本バレーボール小学生大会埼玉
県大会に参加申込みをした場合は、予選リーグ戦では対戦しないよう抽選シ
ード権を与える。但し、予選リーグ戦で一度でも敗れた場合、この特典は消
滅する。

チーム編成

(1) 成人のベンチスタッフは、日常子どもたちの健全育成を目指して指導に当た
っていると埼玉県小学生バレーボール連盟が認めた者であること。体罰、暴
力、暴言、セクシャルハラスメント等、子どもを指導する者として不適切な
行為を行っている者の出場は認めない。
(2) ベンチスタッフは、ＪＶＡ－ＭＲＳに登録され、且つ、宣誓書に署名押捺し
た者に限る。
（ＭＲＳに役員登録している方もチームスタッフとしての登録が
必要。）
(3) 全ての大会（予選・県大会）において、チームは監督１名、コーチ１名、マ
ネージャー１名、選手１４名以内とする。但し、全国大会に出場できる選手
は１２名以内とする。
(4) 埼玉県大会に出場するチームの、監督、コーチ、マネージャーは二重登録と
ならない限り変更できるが、選手については、１次・２次予選と同じでなけ
ればならない。選手は、病気や怪我など特別な事情がない限り、交代はでき
ない。但し、１次・２次予選会に１３名以内で出場した場合は、１４名に満
たない人数のみ補充することができる。（特別な交代、補充は同一団体に登
録されている選手に限る。）
(5) 監督は成人であること。また、埼玉県大会に参加するベンチスタッフの１名
以上は、日本小学生バレーボール連盟認定初級指導者・上級指導者、公益財
団法人日本スポーツ協会(JSPO)認定スタートコーチ（バレーボール）以上コ
ーチ１・コーチ２・コーチ３・コーチ４のいずれかの資格を持っている者で
なければならない。

※初級指導者：旧全国小学生バレーボール指導者１次・２次講習会修了者（～
2018 年度）で、更新講習会修了者（新１次講習会含む）
。
※上級指導者：旧全国小学生バレーボール指導者３次講習会修了者及び新全国
小学生バレーボール指導者２次講習会修了者。
※指導者資格制度の改正に伴う時限措置として４年間（2020～2023）は、旧全
国小学生バレーボール指導者１次・２次講習会受講者が最低１名はベンチに
入ることで、同様に扱うこととする。
※監督、コーチ、マネージャーは２チームを兼任することはできない。但し、
男子・女子・混合の種目が異なる場合は、監督のみ兼任できないものとする。
(6) 全国大会に参加するベンチスタッフの１名以上は、公益財団法人日本スポー
ツ協会認定バレーボールコーチ１・コーチ２・コーチ３・コーチ４のいずれ
かの資格を持っている者でなければならない。
※なお、試合開始前に審判より受講証又は資格証の確認を求められた場合は提
出すること。（但し、全国大会においては試合時胸にさげていること。）
※埼玉県決勝大会に参加する選手は、そのままのメンバーで全国大会に出場す
ることになるので、チーム編成には充分注意すること。
大会使用球

男子・混合の部は、公益財団法人日本バレーボール協会が公認する株式会社ミカ
サ製軽量４号球Ｖ４００Ｗ－Ｌ及び女子の部は、株式会社モルテン製軽量４号球
Ｖ４Ｍ５０００－Ｌとする。
※ボールの内気圧については、６人制競技規則に準ずる。

競技服装

(1) 選手の背番号は１～９９番とするが、１～１４番が望ましい。
(2) ユニフォームの背番号等の色はルールに則って地の色と対称の色を使用し
誰もが見えやすいものにすること。
(3) 混合チームは、異なったユニフォームの着用もしくは、ビブス・ハチマキな
どを使用し、コート内で男女の区別ができるようにすること。
(4) 監督・コーチ・マネージャーは統一されたものを着用し、監督・コーチ・マ
ネージャー章をチーム側で用意し、必ず左胸に付けること。

表

彰

(1) 男子・女子・混合の部いずれも、３位以内に入賞したチームを表彰し、決勝
大会に出場したチームに敢闘賞を贈る。

傷害保険

スポーツ傷害保険には各団体単位で必ず加入すること。

健康診断

参加選手全員の健康診断は、学校の健康診断を受けていれば可とするが、大会当
日の健康管理については、チーム責任者及び監督が判断し、当該チームが責任を
持つこと。

申込方法

(1) 所定の（仮）大会参加申込書に必要事項を記入し、４月１１日（土）下記の
各地区登録届＆大会参加申込書受領会に持参すること。
※ＪＶＡ登録番号確認のため、「チーム加入選手一覧」を添付すること。
※混合のチームは、女子の地区割りに照らし、所属地区にご持参ください。

地

区

時

間

受領会会場

東部(女子・混合) 10:00～11:00 宮代町進修館（和室）
西部(女子・混合)

9:30～11:30 川越市北部ふれあいセンター

南部(女子・混合) 10:00～11:30 イコス上尾（研修室）
北部(女子・混合)
男

子

9:30～11:00 深谷市川本公民館（会議室）
9:00～11:45 富士見市南畑公民館

(2) プログラム原稿（電子データ）に必要事項を入力し、大澤総務委員長宛にメ
ールにて送信してください。（E-mail： volleyball-japan@nifty.com）
（※電子データは埼玉県小学生バレーボール連盟のホームページよりダウン
ロードしてください。
）
監督会議

大会に参加するチームの監督又はベンチスタッフは、次のとおり監督会議を開催
いたしますので、必ず参加すること。
※会議により、会場・日程が異なりますので、間違えのないよう各自で確認してい
ただき、欠席・遅刻のないようにお願いいたします。
男子・女子・混合

男子・女子・混合

男子・女子・混合

１次予選監督会議

２次予選監督会議

決勝大会監督会議

期日

４月２９日（水）

５月３０日（土）

６月２７日（土）

時間

午前１１時００分～

午後２時００分～

午後２時００分～

埼玉県県民活動総合センター

埼玉県県民活動総合センター

セミナーホール１

セミナーホール１

内容

深谷市総合体育館

会場

（０４８）５７２－３０００
深谷市上野台２５６８

（０４８）７２８－７１１１
伊奈町内宿台６－２６

参

そ

加 費

の 他

（０４８）７２８－７１１１
伊奈町内宿台６－２６

(1) １次予選リーグ戦

１チーム３，５００円（受領会で徴収）

(2) ２次予選リーグ戦

１チーム３，５００円（監督会議で徴収）

(3) 決勝トーナメント戦

１チーム３，５００円（監督会議で徴収）

(1) 男子・女子・混合上位１チームを、第４０回記念全日本バレーボール小学生
大会全国大会に、埼玉県代表として推薦する。但し、参加に係わる経費は参
加チーム負担とする。
(2) 本大会中に大会本部で撮影した写真及び映像について、埼玉県小学生バレー
ボール連盟のホームページ及び埼玉県スポーツ協会のホームページに使用
いたしますので、ご了承ください。

問合せ先

大会競技全般についての問合せ
埼玉県小学生バレーボール連盟 競技委員長 北 田

憲 一

E-mail： k-kitada350@tree.odn.ne.jp（※電話問合せ不可）
プログラム原稿及び総合開会式についての問合せ
埼玉県小学生バレーボール連盟

総務委員長 大 澤 静

香

E-mail： volleyball-japan@nifty.com（※電話問合せ不可）

