
平成２７年９月３日 

 

大会参加チーム 

    代表者 各位 

 

山形地区バレーボール協会 

競技委員長 村岡 悟 

 

平成２６平成２６平成２６平成２６年度年度年度年度    

第第第第10101010回山形県回山形県回山形県回山形県ＵＵＵＵ----１４クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会１４クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会１４クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会１４クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会    

組み合わせ等の送付について（連絡） 

 

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より、当協会の運営に対しご支援ご協力を賜りお礼を申し上げます。 

標記の件について、８月３０日組み合せ会議を実施した結果、別添の組み合わせとなり

ました。 

なお、参加チームの関係で大会は９月１２日（土）のみの開催、又、中山町総合体育館

となり大会要項などに変更が有りますので、下記の添付ファイルをご確認ください。       

 

記 

 

・代表者会議及び開会式  ９時１０分～  中山町総合体育館 会議室 

・第１試合 開始時間   ９時４０分 

 

 

＜送付書類＞ 

 

１・大会組み合わせ表、参加チーム一覧及び補助役員割り当て表（ＰＤＦ） 

２・競技上の確認事項（ＰＤＦ） 

３・代表者会議・開会式次第（ＰＤＦ） 

４．エントリー表（エクセル） 

（注意）エントリー表は、試合毎の公式記録に直接貼り付けしますので、事前に記入し

て必ずご持参してください。 

 

＜問い合わせ＞ 

 

山形市鉄砲町１－５－１８ 

村岡 悟（山形地区協会 競技委員長） 

                       ０７０－６４９３－３００３（携帯） 

 



＜出場チーム一覧＞

【男　子】 【女　子】

酒田選抜 酒田地区 田川選抜 鶴岡地区

南陽選抜 米沢地区 鶴岡選抜 鶴岡地区

サウス８６ 山形地区 Cherry１３ 山形地区

山形西楯 山形地区

西南倶楽部 山形地区 北村山選抜 新庄地区

チーム名 所属地区協会 チーム名 所属地区協会

金山クラブ 新庄地区

オール米沢 米沢地区 酒田選抜 酒田地区



＜試合組合せ：平成２７年９月１２日＞

【男 子 組 合】

酒田選抜 オール米沢 サウス８６ 順位

山形西楯 南陽選抜 西南倶楽部 順位

【女 子 組 合】

鶴岡選抜 酒田選抜 北村山選抜 順位

田川選抜 金山クラブ Cherry１３ 順位

Cherry１３
（山形地区）

チーム名

チーム名

チーム名

チーム名

酒田選抜
(酒田地区）

鶴岡選抜
（鶴岡地区）

サウス８６
（山形地区）

田川選抜
（鶴岡地区）

南陽選抜
（米沢地区）

山形西楯
（山形地区）

北村山選抜
（新庄地区）

金山クラブ
（新庄地区）

オール米沢
（米沢地区）

酒田選抜
（酒田地区）

西南倶楽部
（山形地区）



【男子　Ａコート】

試合ＮＯ

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

【女子 → 男子　Ｂコート】

試合ＮＯ

Ｂ１(女子)

Ｂ２(女子)

Ｂ３(男子)

Ｂ４(男子)

【女子　Cコート】

試合ＮＯ

C１

C２

C３

C４

C５

鶴岡選抜　 　　　　×　　　北村山選抜 酒田選抜

決勝戦 C３、C４の負けチーム

Cherry１３　　  　　×　　　田川選抜 金山クラブ

対戦チーム 補助員担当チーム

Cherry１３　　　　　×　　　金山クラブ 田川選抜

田川選抜　　　　　×　　　金山クラブ Cherry１３

鶴岡選抜

山形西楯

決勝戦 Ａ４とＢ４の負けチーム

西南倶楽部　　　 ×　　　南陽選抜

山形西楯　　　　　×　　 西南倶楽部 南陽選抜

　　男子用コートに張替え設営

酒田選抜

対戦チーム

オール米沢　　　　×　　　酒田選抜

山形西楯　　　　　×　　　南陽選抜

酒田選抜　　　　　×　　　サウス８６

サウス８６　　　　 ×　　　オール米沢

第１０回　山形県Ｕ－１４大会　試合順番・補助員割当

対戦チーム

鶴岡選抜　　　 　　×　　　酒田選抜

北村山選抜 　　　 ×　　　酒田選抜

補助員担当チーム

北村山選抜

補助員担当チーム

サウス８６

西南倶楽部

オール米沢



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【代表者会議及び開会式】 
 

【代表者会議】 於：中山町総合体育館 会議室 

開始時刻 午前９時１０分より 

 
１ 開    会 

 
２ 挨    拶 

山形県バレーボール協会会長 菅原 和敏 

 
３ 競技上の確認 競技委員長 

 
４ 審判規則の確認 審判委員長 

 
５ 総務連絡 山形地区協会 事務局長 

 
６ 質疑 

 
７ 閉会 

 
 
 

【開会式】  於：中山町総合体育館 

開始時刻 代表者会議終了後 

 
１ 開会の挨拶      大宮 彰  大会委員長 

 
２ 挨 拶      菅原 和敏  山形県バレーボール協会会長 

 
３ 選手宣誓     山形西楯 

 
 ４  閉 会      



競技上の確認事項 

 

１．競技進行について 

（１）第１試合の開始は９時４０分とします。 

ただし、開会式終了後に当該チームが 10 分間の合同練習を行った後、プロトコールに入 

ります。 

（２）第２試合以降は前の試合終了後、合同練習５分後にプロトコール開始とします。 

ただし、当該チームが連続試合の場合は前試合の終了後１０分後にプロトコール開始とし 

ます。 

  

２．エントリーについて 

（１）エントリーは試合毎に選手 14 名（リベロ 2 名）までおこなうことができます。 

（２）エントリー用紙の提出は、当該試合のプロットコール開始時に、担当副審へ提出して下さい。 

 

３．競技方法について 

Ａ，Ｂのブロックリーグ戦で行い、各ブロックの１位チームが決勝戦を行います。 

全て 3 セットマッチとし 3 位決定戦は行いません。 

 

４．会場における練習について 

コート上での練習は、当該コート以外のコートで試合がおこなわれている場合は、対人のオーバ 

ーハンド、アンダーハンドパス練習のみ認めます。他コートでの試合に支障を与えないで下さい。 

 

５．その他 

（１）クイックワイパーについては、２名まで認めます。エントリー選手以外の者（保護者を含む）

がおこなう場合は、記録席脇（１名）、ベンチ脇（１名）に位置し、応援・マネージャー的

行為は禁止します。服装は、短パンの着用は認めますがユニーホームとは別の服装でお願い

します 

なお、モップの補助役員は配置しないので、予め準備されたモップを使用しチームで行って

下さい。 

（２）補助役員（記録補助員１名・点示員 2 名・線審員４名）は、別紙割当表のとおり参加チーム

にお願いします。（付添の関係者でも許可をします。） 

（３）会場内でチームから出たゴミは必ず持ち帰って下さい。 

（４）会場の利用規則を厳守して下さい。（上履きと下足の区別等） 
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平成２平成２平成２平成２７７７７年度年度年度年度    

第第第第１０１０１０１０回山形県回山形県回山形県回山形県ＵＵＵＵ１４クラブチャンピオンシップ１４クラブチャンピオンシップ１４クラブチャンピオンシップ１４クラブチャンピオンシップ男子男子男子男子女子女子女子女子バレーボール大会バレーボール大会バレーボール大会バレーボール大会    

開催開催開催開催要項要項要項要項    

主 催 山形県バレーボール協会 

後 援 山形県中体連専門部 

主 管 山形地区バレーボール協会 

山形地区クラブ連盟 

１．開催趣旨  本大会は、従来の学校単位での枠組を取り払い、広く小中学校の年代を中心とする若年層男

子の競技人口の拡大推進を図り、底辺からトップへの一貫指導体制の確立をねらいとする。 

２．開催期日  平成２７年９月１２日（土） 

３．会  場  中山町総合体育館中山町総合体育館中山町総合体育館中山町総合体育館  

        住所：山形県山形県山形県山形県東村山郡中山町東村山郡中山町東村山郡中山町東村山郡中山町いずみいずみいずみいずみ２２２２番地番地番地番地  電話：０２３０２３０２３０２３－－－－６６６６２２２２２２２２－－－－５９００５９００５９００５９００ 

４．参加資格  ①日本バレーボール協会（ＭＲＳ）に有効に登録された者で、平成２７年４月２日現在で 

満 14 歳以下であること。 

        ②ヤングバレーボール大会および中学校の各種大会へ出場していても、本大会の出場は 

可能である。 

        ③小学生のみでの出場はできない。 

        ④女子チームは、山形県バレーボール協会及び加盟団体等の推薦を受けたチームとする。 

         なお、推薦枠は下表のとおり。 

推薦先 

地区協会 
県中

体連 

ヤング

クラブ

連 

県協会 開催地 
長井・酒田 

鶴岡・新庄・

米沢 
山形 

推薦数 各 1 各２ ４ ２ １ ２ １ 

５．競技規則  平成２７年度（財）日本バレーボール協会６人制競技規則による。 

ただし、全国中体連の取り決め事項を適用する。また、ネットの高さは男子２ｍ３０ｃｍ 

女子２ｍ１５ｃｍとする。 

６．競技方法  全てトーナメント戦（３セットマッチ）とする。３位決定戦は実施しない。    

ただし、出場チーム数により変更となる場合がある。ただし、出場チーム数により変更となる場合がある。ただし、出場チーム数により変更となる場合がある。ただし、出場チーム数により変更となる場合がある。 

７．試 合 球   本大会は、男子モルテン製、女子ミカサ製カラーボール４４４４号球号球号球号球（人工皮革）を使用する。 

８．チーム構成 チームは監督・コーチ・マネージャー・トレーナー各１名、選手１４名（リベロ２名を含む） 

以内とする。また、選手は１８名まで申し込むことができ、試合毎に１４名をエントリー 

することができる。 ただし、エントリー選手は単一中学校の選手で構成されてはならない。 

なお、申込選手の変更は、競技者番号を含め認めないので注意をすること。 

９．参加申込  参加申込書は、日本バレーボール協会提出用（様式６）出場者名簿に必要事項を記載の上 

電子データで電子データで電子データで電子データで下記の申込先 eeee----mailmailmailmail 宛に申し込むこと。 

 

【申 込(納入) 先】 〒９９０－〒９９０－〒９９０－〒９９０－２４９２２４９２２４９２２４９２   山形市山形市山形市山形市鉄砲町１－５－１８鉄砲町１－５－１８鉄砲町１－５－１８鉄砲町１－５－１８ 

                                                                                                                                    （山形（山形（山形（山形地区地区地区地区競技委員長）競技委員長）競技委員長）競技委員長）村岡村岡村岡村岡    悟悟悟悟    宛て宛て宛て宛て    

電話電話電話電話::::    ０２３－６０２３－６０２３－６０２３－６４２４２４２４２－－－－３４６７３４６７３４６７３４６７（自宅）（自宅）（自宅）（自宅）    

                                                                                                                                                            ００００７７７７０－０－０－０－６４９３６４９３６４９３６４９３－－－－３００３３００３３００３３００３（携帯（携帯（携帯（携帯：：：：PHSPHSPHSPHS））））    

eeee----mail:  mail:  mail:  mail:  muraokasmuraokasmuraokasmuraokas@@@@pref.yamagatapref.yamagatapref.yamagatapref.yamagata.jp.jp.jp.jp    
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※「様式６の出場スタッフ選手名簿」は、日本バレーボール協会への提出となりますので、 

ご承知ください。 

10．申込締切  平成２７年７月３１日（金）必着とする。 

11．参 加 料  1 チーム参加料は５５５５．０００．０００．０００．０００円とする。（申込時に必ず納入すること）（申込時に必ず納入すること）（申込時に必ず納入すること）（申込時に必ず納入すること） 

12．代表者会議  平成２７年９月１２日（土）午前９時１０分より中山町総合体育館中山町総合体育館中山町総合体育館中山町総合体育館会議室会議室会議室会議室で行う。 

各チームの代表者は必ず出席すること。 

13．組合せ抽選 県協会競技委員会と主管する山形地区バレーボール協会競技委員会の責任において抽選し 

各チームに通知する。 

14．開 会 式  代表者会議終了後、直ちに中山町総合体育館中山町総合体育館中山町総合体育館中山町総合体育館で行う。 

参加チームの選手は必ず出席すること。 

15．表彰・閉会式  表彰は、１位２位３位のチームにコート上で賞状を授与する。また、閉会式は行わない。 

16．そ の 他    ①チーム役員の服装は、ネクタイ及びジャケットか、競技者と同じウェアを着用すること。 

また、役員全員が統一されたウェアを着用することも認められている。 

②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、応急処置を行うが以後の責任は負わない。 

③宿泊斡旋は行わないので、各チームで対応すること。 

④代表者会議、開会式は参加チーム数により時間等が変更される場合がある。変更が有る

場合は、組み合わせ表を送付する際に連絡をする。 

⑤競技者番号は１～１８番とし、やむを得ない場合は１～９９番とする。 

⑥監督、コーチ、マネージャーは所定のマークを左胸部に付けること。 

⑦線審、点示、記録は参加チームにお願いします。 

⑧各チームとも、ゴミは持ち帰ること。 

⑨大会申込書に記載された代表者の個人情報は、大会運営業務のみに利用いたします。 

  ただし、ベンチスタッフ及び各選手の個人情報（氏名、競技者番号、年齢、身長、 

出身校）は大会プログラムに掲載いたしますのでご了承ください。 

         ⑩体育館の利用規則を厳守する事。（喫煙、下足と内履きの区別など） 

⑪⑪⑪⑪本大会に関する問合せ先本大会に関する問合せ先本大会に関する問合せ先本大会に関する問合せ先は下記のとおり。は下記のとおり。は下記のとおり。は下記のとおり。    

          山形県山形市鉄砲町１－５－１８山形県山形市鉄砲町１－５－１８山形県山形市鉄砲町１－５－１８山形県山形市鉄砲町１－５－１８    

山形地区山形地区山形地区山形地区バレーボール協会バレーボール協会バレーボール協会バレーボール協会    

競技委員長競技委員長競技委員長競技委員長    村岡村岡村岡村岡    悟悟悟悟    

自宅電話自宅電話自宅電話自宅電話    ０２３－６４１－３４６７０２３－６４１－３４６７０２３－６４１－３４６７０２３－６４１－３４６７    

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話    ０７０－６４９３－３００３０７０－６４９３－３００３０７０－６４９３－３００３０７０－６４９３－３００３    



選手氏名

番号

選手氏名

番号

選手氏名

         チーム名          チーム名          チーム名          チーム名          チーム名

番号

選手氏名

番号

選手氏名

番号

 主将（サイン）  主将（サイン）  主将（サイン）  主将（サイン）  主将（サイン）

 監督（サイン）  監督（サイン）  監督（サイン）  監督（サイン）  監督（サイン）

リベロ選手 リベロ選手 リベロ選手 リベロ選手 リベロ選手

選手氏名

番号

選手氏名

番号

選手氏名

         チーム名          チーム名          チーム名          チーム名          チーム名
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