
1 
 

平成２８年度ソフトバレー 北信越ファミリー・キッズ 

＆一般フェスティバル石川大会 

  開  催  要  項 

 
１ 目  的  生涯を通して親しく楽しめるスポーツ環境を作り、明るく豊かな地域社会づくり等の役割と老若

男女を問わず手軽に楽しめるソフトバレーを提唱する。ブロック単位での活動機会を提供するこ

とによって、参加者の健康増進と体力向上並びに交流を深め、バレーボールのより一層の普及と

振興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/北信越バレーボール連盟 

 

３ 主  管  北信越ソフトバレーボール連盟/ 石川県バレーボール協会 

石川県ソフトバレーボール連盟/ 津幡町ソフトバレーボール連盟 

 

４ 後  援  石川県/（公財）石川県体育協会/ 津幡町/（一社）津幡町体育協会 

中日新聞北陸本社/ 石川テレビ放送株式会社 

 

５ 協   賛   名鉄観光サービス株式会社 

 

６ ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ  株式会社モルテン/ 株式会社 ミカサ 

 

７ 開催期日  平成２８年１０月３０日（日） 

 

８ 日  程  

 

１０月３０日（日） 

8：00 

8：10～8：50 

9：00～ 

9：30～ 

～16：30 

 

開館 

受付終了  （各会場で） 

開会式    （各会場で） 

競技開始   （各会場で） 

競技終了 

表彰    参加全チーム参集 

 

９ 会  場  

（１） 競技会場  

① ファミリー・キッズの部（メイン会場） 

津幡運動公園体育館   石川県河北郡津幡町竹橋ヲ９０ (TEL  076-288-7201) 

② プラチナ・ゴールド・メンズの部 

津幡町総合体育館    石川県河北郡津幡町加賀爪ル５ (TEL  076-289-3161 ) 
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１０ 種目・チーム構成・参加制限 

（１） チームは、参加者のうち１人以上の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ールリーダ

ー資格者（マスターリーダーまたはリーダー）が必要です。 

（２） チームは、不測の事態に備え、年齢構成等を満たし６人以上のチーム編成に努めてください。 

（３） 年齢基準は、全種別とも平成２９年４月１日現在とします。 

（４） 監督が競技者を兼ねる場合は、競技者として登録をしてください。 

（５） 特別規則を設ける場合は、プログラムに掲載し事前案内で説明します。 

 

１１ 参加資格   

（１） 北信越各県ソフトバレーボール連盟の推薦によるファミリー・キッズ・プラチナ・ゴールド・メンズの

５種別とし、チーム及び成人の監督・競技者は公益財団法人日本バレーボール協会の個人登録を完了して

ください。 

（２） 各チーム及び競技者の参加資格の確認は各県連盟の責任において適正に行ってください。 

 

１２ 参加資格の審査   

（１） 参加申込みが行われたチームにあっては、参加資格について審査し、適正を欠く事項がある場合は、受

付承認を行わず推薦団体（各県ソフトバレーボール連盟）に申込書を返却する。 

（２） 参加申し込み後のエントリー変更で参加資格に適正を欠く事項が生じた場合は、受付を却下する。 

種  別 構         成 参加制限 

① ファミリー 

監督１人（競技者を兼ねることができる）、競技者は３０歳以上

の男女各２人と小学生４人（学年及び男女は問わない）の計９

人以内とする。コート内では、常にキャプテンを含む３０歳以

上の男女各１人と小学生２人で競技すること。競技者の胸及び

背部の番号は、男女フリーとし、１～９９番から選択する。 

特に定めない。 

② キッズ 

監督１人、コーチ１人、競技者８人の計１０人以内とする。競

技者は小学４年生以下とし、男女を問わない。（男女混合可）コ

ート内では、常にキャプテンを含む４人で競技すること。競技

者の胸及び背部の番号は、男女フリーとし、１～９９番から選

択する。 

監督の他にコーチ 

（成人）1名のベンチ

入りを認める。 

③ プラチナ 

監督１人（競技者を兼ねることができる）、競技者は７０歳以上

の男女各４人の計９人以内とする。コート内では、常にキャプ

テンを含む男女各２名で競技すること。競技者の胸及び背部の

番号は、男女フリーとし、１～９９番から選択する。 

特に定めない。 

④ ゴールド 

監督１人（競技者を兼ねることができる）、競技者は６０歳以上

の男女各４人の計９人以内とする。コート内では、常にキャプ

テンを含む男女各２名で競技すること。競技者の胸及び背部の

番号は、男女フリーとし、１～９９番から選択する。 

特に定めない。 

⑤ メンズ 

監督１人（競技者を兼ねることができる）、競技者は４０歳以上

８人の計９人以内とする。コート内では、常にキャプテンを含

む４人で競技すること。競技者の胸及び背部の番号はフリーと

し、１～９９番から選択する。 

特に定めない。 
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１３ 競技規則  

（１） 公益財団法人日本バレーボール協会制定の「2016年度ソフトバレーボール競技規則」及び大会要項を適

用。 

（２） ユニフォーム、背番号（ゼッケン）は、各チームで準備してください。 

（３） 監督は、ベンチにいる際は規定のマークを左胸に、また主将は競技規則に沿ったキャプテマークまたは

アームバンドを着用してください。 

（４） なお、キッズの部以外の主審は、マスターリーダーまたはリーダー資格者がワッペンを胸部に付けて行

ってください。 

（５） 背番号は種別ごとに定められた年齢・性別に応じた番号を使用してください。また、ユニフォーム

の背番号はルールで定められたサイズとポジションに装着してください。なお、ユニフォームが競技

規則に合わない場合は、ゲームベストを着用してください。 

 

１４ 競技方法   

（１） 組合せや試合方法については、種別ごとに締切り後実行委員会で決定します。 

  （２） 順位決定方法は 

      ① 採点法により点数の高い順に決定。（勝者２点、敗者１点、棄権・没収０点） 

      ② 上記の点数が同一の場合は、セット率、ポイント率で決定。 

      ③ ポイント率も同一の場合は、対戦結果の勝者を上位とします。 

上記①から③で決定しない場合は、抽選とします。 

（３） 審判は、すべて相互審判制とし、各チームは主審、副審、線審２名、記録、点示員の計 6名を必ず選出

してください。ただし、キッズの部では記録員は置かず、主審・副審・線審・点示員の計５名を選出して

ください。 

（４） 組合せの抽選は、本大会実行委員会において行います。 

 

１５ 使 用 球  

（１） 公益財団法人日本バレーボール協会制定㈱モルテン製及び㈱ミカサ製ソフトバレーボールを使用。 

（２） キッズの部の使用球は、以下のとおりとします。 

モルテン製 ミニソフトバレーボール（小学校低・中学年用）S2V1200 ゴム製 円周63～65cm 重量

145～155g 

ミカサ製  カラーソフトバレーボール（１・２・３・４年生用） MS-F64  ゴム製   円周約 64cm  

重量約150g 

  

１６ 参加チーム数 

（１） ①②の種別では各県代表２チームとし、開催県は４チームとします。合計①②ともに１２チームずつ 

（２） ③④⑤の種別では各県代表１チームとし、開催県は２チームとします。合計③④⑤ともに６チームずつ 

なお、所定の参加チーム数に満たない場合は、 

Ⅰ．開催県で推薦枠を満たしている場合   

１．各県の予選会参加チーム数を参考に不足を満たす。 

２．開催県で必要数を充当する。 

Ⅱ．開催県に不足が生じた場合 

1．各県の予選会参加チーム数を参考に不足分の推薦を依頼する。 
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１７ 代表者会議 

   実施しないが、事前に必要な事項はメールでお知らせします。（Eメールアドレスは申込書に必ず記入すること） 

 

１８ 開会式 

（１） 日  時 平成２８年１０月３０日（日） ９時００分～９時１５分 

（２） 場  所 ファミリー・キッズの部は津幡運動公園体育館 

プラチナ・ゴールド・メンズの部は津幡町総合体育館 

（３） 参集範囲 参加チームは全員参加してください。 

 

１９ 表彰・閉会式 

（１） 日  時 平成２８年１０月３０日（日）  

（２） 場  所 各種別実施の会場 

（３） 参集範囲 各会場で参加全チームが参集して行う 

（４） 表  彰 各種別各グループの上位２チームを表彰 

 

２０ 参加料 

（１） １チーム ２，５００円 

（２） 参加料は下記口座へ振り込みをしてください。 

北國銀行 泉支店  普通 ２９２９３９ 石川県ソフトバレーボール連盟会長 川口 信明 

（３）  振り込む際には、必ずチーム名を記入してください。 

 

２１ 申込方法   

Ｅメールでの申込みを原則とします。 

（１） 各県理事長より参加チームに「平成２８年度ソフトバレー 北信越ファミリー・キッズ＆一般フェステ

ィバル参加申込書」をEメールで送信します。 

（２） 送信された申込書に必要事項を記入し、エクセルデータとしてEメールで各県理事長に返信してくださ

い。 

（３） 各県理事長は参加チームを一括し、開催県担当者に送信してください。（プログラム編集に活用します

のでデータ送信にご協力をお願いします） 

（４） 同時に（公財）日本バレーボール協会個人登録制度の「チーム加入選手一覧」を添付してください。 

【請求先及び送信先】  

石川県ソフトバレーボール連盟 

競技委員長  福田 桂 宛 

＜携  帯＞  ０９０－９４４２－０８４８ 
＜Ｅメール＞  kei-f@hb.tp1.jp  

 

 

２２ 申込締切期限 

９月 ２５日（日）厳守のこと 

 

２３ 宿泊・昼食弁当の斡旋 

（１） 大会期間中の宿泊、昼食弁当及び交通便チケットは、名鉄観光サービス株式会社が別添の斡旋要項によ

り手配するので、「宿泊・昼食弁当申込書」に記入し、締切日までに次へ申し込むこと。 
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    【申込先】 

       

名鉄観光サービス株式会社金沢支店 

「ソフトバレー 北信越ファミリー・キッズ＆一般フェスティバル石川大会」 

  担当 山下・鈴木 あて 

 

〒９２０－０８６９ 金沢市上堤町１－２８  日本生命金沢ビル１階 

           ＜ＴＥＬ＞ ０７６－２３１－２１２６ 

＜ＦＡＸ＞  ０７６－２２３－１２８９ 

＜Ｅメール＞ 山下： tsutomu.yamashita@mwt.co.jp 

鈴木： keita.suzuki@mwt.co.jp 

 

   

（２） 宿泊・弁当代金は、申込書に基づき請求書等を代表者に送付するので、大会参加料の指定口座に指定期

日までに振込むこと。ただし、振込手数料は参加チームの負担とする。 

  （３） 日本バレーボール協会及び日本ソフトバレーボール連盟は、本フェスティバルの趣旨に賛同いただいた

「名鉄観光サービス株式会社」とオフィシャルスポンサー（協賛）の契約を結び、合わせて、本フェステ

ィバルの参加チームは、「名鉄観光サービス株式会社」が斡旋する宿泊施設及び昼食弁当等を利用すること

を原則としている。 ついては、本フェスティバルの参加チームは、「名鉄観光サービス株式会社」のスポ

ンサー活動を理解の上、参加に関わる宿泊・昼食弁当等を必要とする場合は、その斡旋要項に従って必ず

申込みのこと。 

 

２４ そ の 他  

（１） 本大会開催期間中、主催者において参加者全員対象に傷害保険に加入します。選手の傷害等については

加入する保険の範囲内とします。 

（２） 各チームの選手はスポーツ傷害保険等に加入し、健康管理については各自の責任のもと万全を期してく

ださい。なお、傷害については、主催者及び役員は一切の責任を負いません。 

（３） 主審・副審は長・短2種類の笛を用意してください。 

（４） 会場の使用に際しては、使用規則を守ってください。 

 

２５ 本大会に関する問い合わせ 

  問合せ先  石川県ソフトバレーボール連盟  競技委員長 福田 桂まで    ＴＥＬ 090-9442-0848 

 

mailto:tsutomu.yamashita@mwt.co.jp
mailto:keita.suzuki@mwt.co.jp

