
第41回全日本バレーボール小学生大会 千葉県大会 

《開催要項》 

 

※別紙＜千葉県小学生バレーボール連盟 新型コロナウィルス感染症予防対策ガイドライン＞に則り、大会

を開催致しますので各チーム遵守の上、大会へ臨んでください。（２週間前からの検温、体調不良時は参

加しない等） 

※新型コロナウィルス感染症の影響により、非常時の対応となりますので、様々な制約や変更等が発生致し 

ますが、皆さまのご協力をお願い致します。 

 

主催  公益財団法人 日本バレーボール協会/日本小学生バレーボール連盟/読売新聞社 

後援  公益財団法人 日本体育協会日本スポーツ少年団/報知新聞社 

協賛      デサントジャパン株式会社/ゼビオグループ 

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 

主管  千葉県バレーボール協会/千葉県小学生バレーボール連盟 

 

1.  大会の趣旨 

（1） 教育的環境の下に、バレーボールを通じて県内の児童の親睦と交流を図る。 

（2） バレーボールによる、小学生の体力向上とたくましい意欲の養成に努める。 

（3） 正しいバレーボールの基本技術とチームプレーを体得し、楽しいゲームが出来るよう指導する。 

2.  開催期日 

  支部予選最終期日   令和 3 年 5 月 30 日（日）県内各地体育館 

  男子県大会初日   令和 3 年 6 月 13 日（日）四街道総合公園体育館 

  女子県大会初日   令和 3 年 6 月 13 日（日）栗源 B&G 海洋センター・山田 B&G 海洋センター 

                           のさかアリーナ・大網白里小学校 

  男女混合大会初日    令和 3 年 6 月 13 日（日）のさかアリーナ・大網白里小学校 

  男・女・混合決勝大会  令和 3 年 6 月 26 日（土）船橋アリーナ 

3.  開始時間 

支部予選、支部B大会  各支部、競技役員の指示による 

千葉県大会初日  試合開始9:50~ 以降、50分間隔で試合開始時間を設定します。 

※千葉県大会初日は開会式を実施しません。 

千葉県大会決勝大会  開会式9:30~ 試合開始9:50~ 

4.  大会会場 

男子千葉県大会初日  四街道総合公園体育館（メイン2面） 

女子千葉県大会初日  栗源 B&G 海洋センター・山田 B&G 海洋センター・のさかアリーナ 

              大網白里小学校  いずれも 2 面 

男女混合千葉県大会初日   のさかアリーナ・大網白里小学校 いずれも2面 

千葉県大会決勝大会  船橋アリーナ（メイン・サブ４面） 

5.  参加資格 

（1） 令和2年4月1日に12歳未満の者で、令和元年5月1日現在、国、公，私立の小学校および各種学校に 

在籍している児童 

（2） 公益財団法人日本バレーボール協会加盟団体登録規程に基づき、2021年4月1日以降、千葉県大会参加

申し込み締切り日までにJVA-MRS登録を済ませていること。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て、ベンチスタッフについては宣誓書に署名した者に限る。 

（3） 男女混合については別紙参照のこと。 

6.  チーム編成 

（1）支部予選、監督・コーチ・マネージャー各1名、選手12名以内とする。（全国大会開催要項に準ずる） 

（2）千葉県大会に出場するチームは監督・コーチ・マネージャーは二重登録とならない限り変更できるが、 

選手については、支部予選と同じでなければならない。選手は病気や怪我など特別な事情のない限り、 

交代できない。但し支部予選に11名以内で出場した場合は、12名に満たない人数のみ補充することが 

できる。（特別な交代、補充は既に申し込まれた同一団体に登録されている選手に限る。）選手並び

にベンチスタッフのエントリー変更については、県大会当日の第一試合プロトコール前までに変更 

届を提出すること。 

（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） 千葉県大会出場チームの監督・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の受講証明書(二次講習受講以上)を所持しているか、公益財団 

法人日本スポーツ協会が認定するバレーボールの「コーチ１」･「コーチ２」･「コーチ３」･「コー 

チ４」（旧日体協の指導員・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 

証明書を試合時には胸に提げていなければならない。 

（6）千葉県大会に参加する選手は交代することなくそのままのメンバーで全国大会に出場することとなる 

ので、チーム編成には充分注意すること。 

（7）男女混合については別紙参照のこと。 

7.  競技規則 

2021年度公益財団法人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、さらに21点のラリーポイント制を採用する。 

（3セット目は15点ラリーポイント） 

8.  競技方法 

（1）支部予選（男子） 

シードチーム枠を含む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。 

（2）支部予選（女子） 

シードチーム枠を含む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。 

（3）支部B大会（原則として以下のチームが参加可） 

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。但し、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。本大会B大会より、男女混合チームのB大会参加 

を認める。 

（4） 千葉県大会初日 

（男子）予選リーグを勝ち抜いたチームによるグループ別リーグ戦を実施。 

（女子）支部予選リーグを勝ち抜いたチームによるトーナメント戦を行なう。 

《参加チーム数》 男子12チーム 

女子36チーム 

（5） 千葉県大会決勝トーナメント 

男女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。男女混合の部は申込チーム数に 

応じて、リーグ戦もしくはトーナメント戦を行う。 



《参加チーム数》男子8チーム／女子8チーム／男女混合：4チーム 

9.  県大会出場枠 

千葉県小学生バレーボール連盟ホームページ発表（令和3年5月1日予定）のものとする。 

10. シードチーム枠の取り扱いについて 

①全⽇本予選については、新⼈⼤会がコロナウィルス感染症の影響により中⽌となったことから、  

第36回関東⼩学⽣バレーボール⼤会千葉県⼤会の結果を基に、  

【男⼦シード枠】  

○男⼦；ベスト4チームの所属する⽀部に与える。（北部：2枠、南部：2枠） 

第1シード   北部（丸⼭ VC ボーイズ）  

第2シード   南部（佐原クラブ）  

第3シード   南部（BRAVES）  

第4シード   北部（⼋千代台 VBC）  

【女子シード枠】  

○女子：ベスト8の所属する⽀部に与える。（北東：5枠、北⻄⽀部：2枠、南総⽀部：1枠）  

第1シード   北東（みつわ台クラブ）  

第2シード   北東（わかしお SC）  

第3シード   北⻄（浦安 MAX）  

第4シード   北東（クローバー・ V 四街道）  

ベスト8シード 北東⽀部：2枠、南総⽀部：1枠、北⻄⽀部：1枠 

 （つばきジュニア、城⻄ジュニア、蔵波エッグス、塚⽥ JSC）  

【混合シード枠】  

○混合；⽀部割りの設定がないことから、シード枠は設けない。  

②関東⼤会予選については、全⽇本予選の結果をもとに、  

男⼦：ベスト4、⼥⼦：ベスト8、混合；優勝、準優勝チームにシード権を与える。  

③新⼈⼤会については、関東⼤会予選の結果を基に、 男⼦；ベスト4、⼥⼦；ベスト4チームの所属 

する⽀部に与える。混合については、シード枠は設けない。 

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 

男子／男女混合：モルテンボール（V4M5000-L）／ 女子：ミカサボール（V400W-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 

選手の背番号は1~99 とするが、1~12が望ましい。  

ユニフォーム背番号の色は、ルールに則って地の色と対象の色を使用し誰もが見え易いものにすること。 

13. 表彰 

千葉県大会 男子・女子・男女混合 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 

男女混合千葉県大会参加費       ¥5,000- 

支部大会参加チーム支部大会参加費  ¥4,000- 

千葉県大会参加費    ¥1,000- 

支部B大会 参加費    ¥3,000- 

15. 組合せ抽選 

日程 6/5(土)19:00～オンライン会議(Zoom活用)にて公開組合せ抽選会を行います。 

抽選対象チームの代表者は参加お願いします。都合により抽選会欠席のチームにつきましては所属各 



支部の競技委員等が代理で抽選をさせて頂きます。 

16. その他 

（1）審判法、健康診断、傷害保険については、今までの大会に準ずる。 

（2）試合間におけるチーム練習時は同大会登録スタッフのみ、コート内の練習に参加できる。 

（3）スパッツ・アンダーウェアーの着用は認めない。但し、医療用サポーターについては着用を認めるが、 

試合開始前に審判委員、競技委員が確認を行い、問題が無ければ着用を認める。 

（4）試合時におけるベンチスタッフのマークについては、左胸につけること。 

（5）支部予選、県大会出場チームは、コート設営等に協力をすること。 

（6）参加チームは、審判実施にあたりコロナ対策用「電子ホイッスル」「線審フラッグ」を持参すること。 

（7）県大会出場チームは大会プログラム（有料）へのチーム写真、チーム紹介について県小連HPを確認し、 

各チームにて期日までにプログラムエントリーを行うこと。（県大会参加申込みは下記17項の通り） 

（8）県大会プログラムは各チーム6冊（600円×6冊：3,600円）購入を必須。費用は県大会会場で支払うこと。 

 

17. 参加申込み方法 

（1）支部大会、支部B大会 

県小連指定の参加申込書およびチームのJVA-MRS加入選手一覧を各支部の定める期日までに各支部 

支部長または各支部競技役員宛に送付すること。 

（2）千葉県大会参加チーム 

①プログラムエントリーにて申込みを実施。(エントリー開始時期については、県小連HPにてご案内) 

②「全日本バレーボール小学生大会申込書」原本1部、コピー2部ならびにエントリーした選手ならび 

にスタッフが確認できるJVA-MRS一覧を、競技委員長まで郵送する。 

（間に合わない場合は抽選会時に提出願います） 

 

申込期日  令和3年6月2日（水） 

 

※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。 

※県大会出場が決定したチームは、速やかにプログラムエントリーの実施をお願いします。 

※各チームにおかれましては必ず、期日までのご対応をお願い致します。 

 

責任者  《千葉県小学生バレーボール連盟競技委員長》  鈴木 正治 
送付先         〒260-0042  千葉県千葉市中央区椿森3-6-14 

※ＦＡＸでの受付は致しませんのでご注意願います。 

大会テーマは 

「 きらめく笑顔 コートはみんなの 夢舞台 ! 」です。 

Thank You  Volleyball SINCE1979 

 

 

 

 

 

Thank You VBC 育てよう小学生バレーボーラー 

 ・夢や目標を持ち、ねばり強く努力する子ども 

 ・バレーボールを通して、スポーツマンシップを身につけた心豊かな子ども 

 ・感謝の心を大切にし、仲間と協力して活動する子ども 

Thank You VBC 指導者の姿勢 

・バレーボールの楽しさを教え、夢や希望をもたせる指導者 

・子どもたち一人一人を大切にして、人間力のある子どもを育てる指導者 

・常に学び続け、子どもや保護者、地域から信頼される指導者 

 

 

 


