第２９回 長野県ソフトバレーボール・フェスティバル
兼 平成 ３０ 年度 北信越

開

総合 フェスティバル

催

要

長野 県予選会

項

１ 目

的

年齢・性別を問わず、安全で・やさしく・みんなで楽しめるソフトバレーボールを通じ、
親睦と友情の輪を広げ､あわせて県民の人間性豊なスポーツライフの実現と健康増進に
寄与することを目的とする｡

２ 主

催

公益財団法人日本バレーボール協会 日本ソフトバレーボール連盟

３ 主

管

公益財団法人日本バレーボール協会指導普及委員会
一般財団法人長野県バレーボール協会 長野県ソフトバレーボール連盟

４ 後

援

長野県教育委員会 公益財団法人長野県体育協会
長野市
長野市教育委員会 公益財団法人長野市体育協会

５ 協

賛

株式会社 モルテン

株式会社 ミカサ

６ 開催日時

平成３０年 ９月２３日（日）
全チーム 午前８時３０分までに受付を済ませること
午前8 時４５分
代表者会議
午前９時００分
開会式
〈各チーム・受付時に所定の用紙で構成ﾒﾝ
ﾊﾞｰ表を提出すること〉

７ 会

長野運動公園総合体育館

場

長野市吉田5-1-19

TEL 026-244-3290

８ 競技種目及びチーム編成
（１） フリーの部 （北信越予選）
県内在住の１８歳以上 の（学生は除く）男女
各４人と監督１人の計９人以内
で構成すること
。
競技中コート内に男女各２名がプレーすること
。
（２） ブロンズの部
県内在住の３０歳以上の男女各４人と監督１人の計９人以内
で構成すること。
男女各２人が常にコート内でプレーすること
（３） スポレクの部 （北信越予選）
県内在住の４０歳以上の男女各２人、５０歳以上の男女各２人と監督１人の計９人以内で
編成すること。
競技中は各年齢区分の男女各１人が常にコート内でプレーすること
, ４０歳以上：男子１．２番
背番号胸番号は
女子 ３．４番
５０歳以上：男子５．６番
女子 ７．８番
（４） レディースの部 (北信越予選)
県内在住の同性競技者８人と監督１人の計９人以内で
構成すること。
１８歳以上（学生は除く）
４人と４０歳以上４人の合計８人で参加すること。
競技中は１８歳以上２人と４０歳以上２
人の合計４人が常にコート内
でプレーすること。
背番号胸番号は、
１８歳以上 １～４番 ４０歳以上 ５～８番とする。
（５） シルバーの部 （北信越予選）
県内在住の５０歳以上の男女各２人と
６０歳以上の男女各２人、
監督１人の計９人以内
で構成
すること
。
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競技中は５０歳以上男女各 １人 と６０ 歳以上 男女各１ 人の合計４人が常にコート内でプレー
すること。
背番号胸番号は、５０歳以上 男性 １．２番 、５０歳以上 女性３・４番、
６０ 歳以上 男性５・６番、６０歳以上女性７・８番とす
る。
９

競技規則
公益財団法人 日本バレーボール協会制定の「２０１
及び「開催要項」を適用する。

８年度ソフトバレーボール競技規則」

１０

参加制限
（１） 年齢は、平成３ １年４月１日までに年齢基準に達していること。
（２） 全種目とも不測の事態が生じた場合でも棄権を回避するため
チーム構成は ６名以上を基本
とする 。
（３） 全種目とも 各地区予選会を経て 推薦された 各地 区４ チーム のみ出場できるものとする。
（地区予選会時のチーム 名及びチーム構成員であること。）
（４） 各地区は 予選会参加チームから 全種目 チーム を必ず責任を持って推薦する こと。
（５） 北信越 フェステ ィバル に参加できるのは ７種目のうち１年に１人一種目とする。

１１

審 判
参加者の相互審判とする。ホイッスル（長・短）は各自用意すること。
ソフトバレーボールリーダーはワッペンを
必ず 着用すること。

１２ ゼッケン

各チームで用意すること
スポレク の部、レディースの部、シルバーの部
指定があるので注意すること。

は年齢・性別によりゼッケン番号の

１３

競技方法および組合せ
（１） 原則として 予選グループ戦 又は 決勝トーナメント戦 ・決勝グループ戦 とする。
（２）組合せは、主催者の責任抽選とする。

１４

使用球

１５

表 彰 各種別優勝・準優勝・３位の

１６

参加料

１７

申込方法
（１） 平成２９ 年度県登録（ＪＶＡ－ＭＲＳ登録）済みチーム及びその構成メンバーと
して
個人登録済みの選手とする。（申込後の取り消しについては、参加料は返却しない）
（２） 参加料は振込み用紙で最寄りの郵便局で振込むこと
口座番号は （００５６０－１－５ ６３２５）
加入者名
長野県ソフトバレーボール連盟
（３） 振込み用紙には、必ず 大会名・チーム名 を記入すること。
チーム名は､必ずＪＶＡ－ＭＲＳ登録チーム名
で申し込むこと。
（４） 大会参加申し込みは、別紙の申し込み書に所定の事項を記入し､下記申込先に申し込むこと
【申込先】
〒 399 -4511
長野県上伊那郡南箕輪村 407-1
（有）まりんフーズ内
事務局
Printed by BoltPDF (c) NCH長野県ソフトバレーボール連盟
Software. Free for non-commercial use
only.

公益財団法人
使用する。

１チーム

日本バレーボール協会検定の

モルテン 製・ ミカサ 製ソフトバレーボールを

チームを表彰する。

４，０００円

申し込み書の指定された所に、振込み領収書（写）をのり付けして
申し込むこと。
申し込み書と振込領収書（写）が同時に送られていない場合は受付けし
１８

注意事項
（１） ユニホーム （上衣） については 各チームにおいて統一
サイズ・位置はルールブック通りとする。
（２） チーム名板 は各チームが用意し持参すること。

９月 7 日（金 ) まで に
ない 。

することが望ましい。 ゼッケン番号の

１９ その他
（１） ①「フリー の部」・「スポレクの部」・「レディースの部」・「シルバーの部」 の 上位チームよ り
２チームを １０ 月２０ 日（土 ）２ １日(日)石川 県七尾市 に於いて 開催される平成 ３０ 年度
ソフト バレー・ 北信 越 総合 フェスティバルへ推薦する｡
② 北信越フェスティバル に出場するチームは、 構成メンバーのうち少なくとも
２名は、公益財団
法人 日本バレーボール協会公認ソフトバレーボ－ルマスターリーダーまたはソフトバレーボー
ルリーダーの有資格者であること。また６名以上のチーム構成
であること 。
（２ ） 当連盟にて若干の 1 日団体傷害保険に加入するが､チーム・個人においてもスポーツ保険等に
加入し、健康管理につ いては各自が万全を期すること。
（３ ） 参加者の傷害については、主催者及び役員は一切の責任は負わない。
（４ ） 公益財団法人
日本バレーボール協会 個人情報保護方針 (平成１７年６月２９日より施行）を
順守し、個人情報の保護に努めます。氏名・住所・試合模様（写真・映像等）については、大会
運営のため利用させていただくものであり、その他の目的には一切使用しませんので、ご承諾を
お願いいたします。
尚、ご承諾を得られない方の参加はお断りさせていただきます。
（５） 会場の使用に際しては、その会場の使用規則を遵守す
ること。
２０

本大会に関する問い合わせ
問合せ先
長野県ソフトバレーボール連盟

競技委員長
ＴＥＬ

水島 澄夫 まで
090 -1865 -1306
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