平成２８年度
第７回 全国ヴィンテージ８’s バレーボール交流大会 開催要項
主 催 公益財団法人日本バレーボール協会
後 援 北海道 北海道教育委員会 公益財団法人北海道体育協会
函館市 函館市教育委員会 特定非営利活動法人函館市体育協会
北海道新聞社 函館新聞社 函館山ロープウェイ㈱FM いるか NCV 函館センター
協 賛 名鉄観光サービス株式会社
主 管 北海道バレーボール協会 函館バレーボール協会
―趣 旨－
公益財団法人日本バレーボール協会は、高齢社会にむけた生涯スポーツの振興のための新たな試み
として、中高齢者が誰でも手軽に親しめるよう、９人制バレーボールをベースに、８人制バレーボー
ル「平成 28 年度第７回全国ヴィンテージ８’s バレーボール交流大会」を開催する。
男性の壮年者の大会としてコートから離れていた元プレーヤーのステージとして開催する。また、
各部の５歳下の女性３名以内と一緒にプレーすることができる。
１．開催期間 平成２８年９月３０日(金)～１０月２日(日)
３日間開催
２．会
場 函館アリーナ(〒042-0932 函館市湯川町 1-32-2 ℡0138-57-3141)
サン・リフレ函館(〒040-0034 函館市大森町 2-14 ℡0138-23-2556)
北斗市総合体育館(〒049-0152 北斗市押上 1 丁目 3-1 ℡0138-73-6481)
函館大学体育館(〒042-0955 函館市高丘町 51-1 ℡0138-57-1181)
北海道教育大学函館校体育館(〒040-8567 函館市八幡町 1-2 ℡0138-44-4411)
公立はこだて未来大学体育館(〒041-8655 函館市亀田中野町 116-2 ℡0138-34-6448)
３．参加資格 各都道府県協会及び全国各ブロックの推薦のあったチームとする。ただし、チーム編成
は次のとおりとする。
なお、本年度は JVA 登録の有無については問わない。
（MRS 登録 ID をお持ちの方は
記入すること）
(1) 男性５０歳以上の部（平成 28 年 4 月 1 日現在で満 50 歳以上）
(2) 男性６０歳以上の部（平成 28 年 4 月 1 日現在で満 60 歳以上）
(3) 女性の年齢は当該部の５歳下まで認める
(4) 各部とも全国各ブロックから原則各２チーム推薦とする。２４チームの参加を認める。
※今年度については、参加チーム及びブロック枠を対象とはしない。
４．競技規則 平成 28 年度公益財団法人日本バレーボール協会 9 人制競技規則を基本に、男性 50 歳
以上の部と 60 歳以上の部で開催する。女性は当該部の 5 歳下まで参加を認める。
コートは 18×9ｍを使用し、ネットの高さは 50 歳以上の部：2.25ｍ、60 歳以上の部：2.20
ｍで行う。オンザコートは 8 名とし、女性の参加は 3 名まで可能とする。
競技者交代の回数は各セット 8 回までとする。（交代の要領は原則 9 人制と同様）
ベンチにはチーム構成全員（選手 15 名以内）が入れる。
申込みは選手 18 名とし、試合毎に 15 名のエントリーとする。申込後の選手の変更及び
背番号の変更は一切認めない。ベンチスタッフの変更は代表者会議にて受け付ける。
５．競技方法 全試合 3 セットマッチとし、3 位決定戦は行わない。予選リーグ戦は 3 チームリーク戦を
原則とし、上位 2 チームを決勝トーナメントに出場させる。
６．競技日程 第１日 代表者会議、開会式
第２日 予選リーグ戦、決勝トーナメント進出戦、決勝トーナメント戦の抽選会
第３日 決勝トーナメント戦、閉会式
７．大会使用球 本大会は、株式会社ミカサ社製カラーボール５号球（ＭＶＡ２００）を使用する。
８．チーム構成 監督、コーチ、マネージャー各１名及び選手１５名以内とする。

９．出場手続き 参加申込書に必要書類を添えて、締切期日までに下記へ申し込むこと。
【申込先】名鉄観光サービス（株）函館支店 ヴィンテージ８’s 大会事務局 宛
〒040-0081 函館市田家町 7-23 TEL：0138-44-1234
E メール：vintage.volley＠mwt.co.jp
【提出書類】※E メールにてデータのまま(PDF は不可)送信すること。
(1)参加申込書 (2)予約申込書（宿泊・弁当・レンタカー）(3)宿泊者名簿
(4)集合写真
10．参加料
25,000 円(1 チーム) ※交流会参加料(3,000 円×人数分)を併せてお振り込みください。
【振込先】※チーム名で振り込むこと。
振込口座： 三菱東京 UFJ 銀行 新東京支店
口座番号： (普通)３３１８２１９
口座名義： メイテツカンコウサービス(カ
11．締切期日
平成 28 年 8 月 10 日(水) (期日に遅れた場合にはいかなる理由でも受け付けない。)
12．代表者会議 各チーム必ず１名のみ参加のこと。
【日 時】 平成 28 年 9 月 30 日(金) 17 時 00 分
【会 場】 函館アリーナ多目的会議室 A
13．抽選会
グループリーグ戦および決勝トーナメント進出決定戦までの組合せ抽選は、下記のと
おり大会本部で行い、結果は出場チームおよび関係機関へ連絡する。(出場チーム立ち
会いは可)
【日 時】 平成 28 年 8 月 20 日(土) 17 時 00 分
【会 場】 函館アリーナ多目的会議室 A
決勝トーナメント戦の抽選は、大会２日目決勝トーナメント１回戦終了後、函館国際
ホテル(交流会会場)で行う。
14．開・閉会式 【開会式】平成 28 年 9 月 30 日(金) 代表者会議終了後、函館アリーナ多目的会議室 A
【閉会式】平成 28 年 10 月 2 日(日)の決勝戦終了後、函館アリーナ
※ 優勝、準優勝チームは必ず出席すること。
15．交流会
全参加選手およびチームスタッフを対象に下記のとおり開催します。
【日 時】平成 28 年 10 月 1 日(土) 17 時 30 分(予定)
【会 場】函館国際ホテル(函館市大手町 5-10 ℡0138-23-5151)
【会 費】3,000 円／1 名
【申 込】 宿泊申込書に人数を記載し、上記参加申込先へ送付すること。(エントリー
以外の参加も可)
16．その他 (1) 監督・コーチ・マネージャーは、規定のマークを左胸部につけること。
(2) 選手は統一されたユニフォームを着用すること。チームスタッフも同様とする。
(3) 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。なお、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。
(4) 参加各チームは、大会協賛会社 名鉄観光サービス㈱を通じて、宿泊を申し込むこと。
(5) 宿泊斡旋を受けることで往復の交通機関および函館市内観光等についても対応します。
(6) 練習コートの準備はしない。
(7) 大会参加者は、事前に健康診断を受診のこと。選手の健康管理については、チームお
よ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。
(8) 大会案内所は、設置しない。
(9) 大会についての問合せ先
函館バレーボール協会 理事長 佐藤 敏夫
住 所：〒040-0025 函館市堀川町 9-13
携 帯：090-5959-8843
FAX：0138-32-7703
E メール：rsn31084@nifty.com

