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1. 大会の趣旨
(1) 教育的環境のもとに、バレーボールを通じて県内の児童と親睦交流を図る。
(2) バレーボールによって、小学生の体力向上と体力養成に努め心身共に健全な体作りをする。
(3) 低年層からバレーボールの基礎技術を正確に習得させ、楽しいゲームが出来るように指導する。
2. 開催期日
支部予選、支部Ｂ大会最終期日
平成３０年２月４日（日）
（各支部にて最終期日までに代表チームを決定する。）
男子千葉県大会初日
平成３０年２月 18 日（日）
女子千葉県大会初日
平成３０年２月 18 日（日）
千葉県大会決勝トーナメント
平成３０年２月 25 日（日）
3. 開催時間
支部予選、支部Ｂ大会
支部長、または支部競技役員指示による
男子千葉県大会初日
開会式 9：30～ 試合開始 9：50～
女子千葉県大会初日
開会式 9：30～ 試合開始 9：50～
千葉県大会決勝トーナメント
開会式 9：30～ 試合開始 9：50～
4. 開催会場
支部予選、支部Ｂ大会
県内各地体育館
男子千葉県大会初日
いすみ市立 国吉中学校体育館
女子千葉県大会初日
四街道総合公園体育館
千葉県大会決勝トーナメント
香取市民体育館
5. 参加資格
(1) 平成 2９年 4 月 1 日に 12 歳未満の児童で、同年 5 月 1 日現在、国・公・私立小学校
及び各種学校に在籍している児童（5 年生以下の児童に限る）
(2) 申込み最終日までに(財)日本バレーボール協会にチーム登録および個人登録を済ませてい
る事。かつ、千葉県小学生バレーボール連盟で登録の確認ができていること。他チームからの
移籍選手は千葉県小学生バレーボール連盟加盟団体登録及び個人登録規定第 6 条 2
項にある通り、第 3３回関東小学生バレーボール大会千葉県支部予選期日以降の移籍者
については、本大会（支部予選含む）に出場することはできない。
6. チーム編成
(1) 支部予選、支部Ｂ大会は監督・コーチ・マネージャー各 1 名、選手 14 名以内とする。
(2) 千葉県大会（男子初日、女子初日、男女決勝トーナメント）に出場するチームは監督,
コーチ・マネージャー各 1 名と選手 14 名以内とする。但し支部予選リーグに 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。
（補充は既に申込まれた同一団体に登録されている選手に限る。）
(3) 監督・コーチ・マネージャーの内、１名以上は成人であること。
(4) 監督・コーチ・マネージャーは、２チームを兼任することは出来ない。
(5) 男子県大会初日、女子県大会初日、決勝トーナメント出場チームの監督・コーチ・マネージ
ャーは JVA のチームスタッフ登録を行い、監督・コーチ・マネージャーの内 1 名以上は、公益
財団法人日本バレーボール協会ならびに日本小学生バレーボール連盟が共催する指導者
講習会(二次講習以上)の受講証明書を所持しているか、日体協認定の指導員、上級指
導員、コーチ、上級コーチのいずれかの資格を有し、ともに証明書を試合時に胸から提げてい
なければならない。
7. 競技規則
平成 2９年度（財）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用いる。

８． 競技方法
(1) 支部予選（男子）
参加チームで別に定めた支部割に基づき、支部ごとにグループ別リーグ戦を実施する。
（Ｂチームでも参加可、但し、県大会出場資格は与えない。）
(2) 支部予選（女子）
参加チームで別に定めた支部割に基づき、支部ごとに実施する。
（Ｂチームでも参加可、但し、県大会への出場資格は与えない。）
(3) 支部Ｂ大会（原則としてＢチーム以下のチーム、混合チームが参加可能）
別に定めた支部割に基づき各支部ごとにグループ別リーグ戦を実施する。
支部で参加チームが規定数に満たない場合は隣接する支部との合同開催とする。
(4) 男子県大会初日（旧二次予選）
各支部予選リーグを勝ち抜いたチーム（シードチームを含む）でグループ別リーグ戦を実施
《参加チーム数》 12 チーム（シードチーム：4 チーム 予選勝者：8 チーム）
(5) 女子千葉県大会初日
各支部予選リーグを勝ち抜いたチーム（シードチームを含む）でトーナメント戦を行なう。
《参加チーム数》 32 チーム（シードチーム：4 チーム 予選勝者：28 チーム）
(6) 千葉県大会決勝トーナメント
男子／女子県大会初日を勝ち抜いたベスト 8 チームでトーナメントを行なう。
《参加チーム数》 男子 8 チーム 女子 8 チーム
９． 支部割
平成 2９年度年度当初に千葉県小学生バレーボール連盟ＨＰで発表した通り。
10. シードチーム
関東大会千葉県大会の結果に基づき、ベスト４チームの所属する支部に千葉県大会のシードを
与えることから、予選において各支部でシードチームを決定すること。
《男子》 第 1 シード
南 部 （印旛ヴィクトリー）
第 2 シード
北 部 （丸山 VC ボーイズ）
第 3 シード
北 部 （ハヤブサ）
第 4 シード
南 部 （てっぺん）
【男子シード枠】 北部２チーム、南部２チーム
《女子》 第 1 シード
北 西 （鎌ヶ谷中部）
第 2 シード
北 東 （佐原クラブ）
第 3 シード
北 東 （印旛ヴィクトリー）
第 4 シード
北 西 （坪井 VBC）
【女子シード枠】 北西２チーム、北東２チーム
※尚、本大会の男子ベスト 4 および女子ベスト 8 チームには平成３０年度全日本バレーボール
小学生大会千葉県大会へのシード権を与える。
11. 大会使用球
公益財団法人日本バレーボール協会が公認する人工皮革軽量 4 号球カラーボール
モルテンボール（V4M5000-L：円周 63.0±1.0 重量 210±10ｇ）を使用する。
※ボールの内圧については 6 人制競技規則に準ずる。
12. 競技服装
選手は同一ユニホームを着用する。背番号は 1～99 とするが、1～14 が望ましい。
ユニホーム背番号色は、ルールに則って、地の色と対称となる色を使用し、誰もが見え易いものに
すること。また本大会においては冬季の寒さによる健康面を考慮しアンダーウェアの着用を認める。
（※但し、チーム全員が同一の物を着用することが条件）また、医療用サポーターの着用は競技
委員長、審判委員長確認のうえ着用を認める。監督・コーチ・マネージャーの服装は統一し、監
督・コーチ・マネージャー章をチームで用意し左胸に着用すること。
13. 表彰
千葉県大会決勝トーナメント 男女優勝チームにはモルテンカップを授与する。
男子／女子
1 位～3 位まで表彰する。
支部 B 大会
各ブロック 1 位に敢闘賞を授与する。
14. 大会参加費
支部大会参加チーム
支部大会参加費
4,000 円
千葉県大会参加費
1,000 円
支部Ｂ大会
参加費
3,000 円
15. 組合せ抽選会
抽選会予定日：平成３０年 2 月 10 日（土）1８時 00 分より
公開組合せ抽選会を行います。抽選会場、抽選日時については HP でご確認下さい。抽選対象
チーム代表者は参加願います。都合により抽選会欠席のチームにつきましては所属支部競技委
員等が代理で抽選をさせて頂きます。

16. その他
競技方法、審判方法、健康診断、傷害保険については、今までの大会に準ずる。
参加にあたり県小連「競技会参加に伴う確認事項」を順守すること。
17. 申込方法
(1) 支部予選、支部Ｂ大会参加チーム
申込期日
各支部による
申込先
県小連指定の参加申込書 1 部と JVA 加入選手一覧を支部長または
支部競技役員宛に送ること。
(2) 男子、女子県大会参加チーム
申込期日
平成３０年２月６日（火）
申込方法
県小連ＨＰのプログラムエントリーにて締切日までに申し込みをしてください。
※プログラムエントリー開始時期につきましては、別途ご案内致します。
(3) 県大会申込責任者

《千葉県小学生バレーボール連盟競技委員長》

中島 宏之

以上

体罰・暴力・暴言などのない
笑顔と歓声のあふれる大会を
みんなで創りましょう

