平成 30 年度九州大学秋季バレーボール男子リーグ大分大会開催要項
主催 九州バレーボール連盟
九州大学バレーボール連盟
主管 大分県バレーボール協会
大分県大学バレーボール連盟
(1)開催期間
(2)試合会場
1～5 部
６部

平成 30 年 10 月 18 日（木）より 21 日（日）まで 4 日間
10 月 18 日（木）～21 日（日） 別府市総合体育館べっぷアリーナ
別府市青山町 8-37 ☎0977-21-2323
10 月 18 日（木）
別府市総合体育館べっぷアリーナ
別府市青山町 8-37 ☎0977-21-2323

10 月 19 日（金）～21 日（日） 別府市民体育館
別府市大字別府 3016-1 ☎0977-22-0535
(3)参加資格 平成 30 年度（財）日本バレーボール協会並びに全日本大学バレーボール連盟・九州大学バレー
ボール連盟登録規定により有効に登録された大学生で組織された単独チーム
(4)競技規則 平成 30 年度（公財）日本バレーボール協会 6 人制競技規則による。
(5)競技方法 第 1 日目 10 月 18 日（木）開会式後 1 部リーグ戦
第 2 日目 10 月 19 日（金）各部リーグ戦 10 時試合開始
第 3 日目 10 月 20 日（土）各部リーグ戦 10 時試合開始
第 4 日目 10 月 21 日（日）各部リーグ戦 10 時試合開始・閉会式終了後入替戦
1） 試合は全試合 3 セットマッチとする。ただし、1 部は 5 セットマッチとする。
2） ２部～最下位部は各チーム総当たりのリーグ戦とし、最下位部については参加チーム数が 3 チ
ーム以下の場合は上位部に組み入れてのリーグ戦、4 チーム以上の場合は総当たりのリーグ・
トーナメントとする。
3） 入れ替え戦は 1 部の 12 位と 2 部の 1 位、1 部の 11 位と 2 部の 2 位、2 部以下は、上位リーグ
6 位と下位リーグ 1 位間で行う
(6)試合球 （財）日本バレーボール協会検定 5 号球(ミカサ製 MVA300)とする。
(7)申込方法 1）書式 「平成 30 年度秋季男子大分大会申込書」に必要事項を入力し、締め切り期日までに
２通印刷押印し、下記の申込先まで郵送すること。併せて、入力済の「平成 30 年度秋季男子大
分大会申込書.xls」を下記のメールアドレスまでファイルを添付し、送信すること。件名は「秋
季男子リーグ申込 ○○大学」とすること。
2）申込先 〒870-1192 大分市大字旦野原 700 番地
大分大学理工学部 岡内研究室内 大分県大学バレーボール連盟 宛
☎/Fax 097-554-7957
3)メールアドレス（2 か所に送付）okauchi@oita-u.ac.jp
及び oita.v.hanpanaitte@gmail.com
4)受付通知 上記の手続き完了チームには、その旨折り返し通知する。申込の際、受付完了通知
の為、宛名明記の官製はがきを一枚申込書と同封すること。
（8）参加料
1 チーム 23,000 円
参加料は下記の口座に振り込み、その領収証のコピーを申込書と同封のうえ、申し込み
先に申し込むこと。なお、参加料振込み領収書コピー添付なき申し込みは無効とする。
振込用紙の払い込み氏名は個人名ではなく、大学名を記入のこと。
【振込先】 大分銀行
しきど支店（店番号：069）
口座番号：普通預金 7764370
口座名義：オオイタケンダイガクバレーボールレンメイ
（9）チーム
1）大会申込み時のエントリーは、部長・監督・コーチ・トレーナー・マネージャー・すべて
の必要事項（背番号、氏名、学年、身長、出身校、JVA 登録番号）を明記した選手とする。
（ただし部長は当該大学専任の教職員であること。また、マネージャーも当該大学生であ
ること）
2）各試合時のエントリーは部長・監督・コーチ・トレーナー・マネージャー各 1 名、選手 14
名以内の計 19 名以内とする。

（10）締め切り期日 平成 30 年 9 月 21 日（金）必着
（原則として締め切り期日に間に合わない場合は出場を認めない。
）
（11）代表者会議 1）日時 平成 30 年 10 月 18 日（木）15：00 より
2）場所 別府市総合体育館べっぷアリーナ会議室
※各チームは代表者 1 名必ず出席のこと。
（12）審判講習会 1）日時 平成 30 年 10 月 18 日（木）15：00 より
2）場所 別府市総合体育館べっぷアリーナ
※各チームの IF、特別記録、副審、線審、リベロチェックの各要員は必ず出席するこ
と。
（13）開会式
1）日時 平成 30 年度 10 月 18 日（木）16：00 より
2）場所 別府市総合体育館べっぷアリーナ
3）選手集合時間 15：45
※開会式には各チーム、ユニフォームを着用のこと（ただし、チーム全員が統一
のジャージを着用することは差し支えない）。なお、エントリーされた選手は全
員必ず出席のこと。
※各部、春季リーグ優勝チームは優勝旗及び、トロフィー等を持参のこと。
（14）表彰
各部ともチーム表彰及び個人表彰を行う。
（15）その他
1）選手番号は 1～99 の数字とする。なお、大会エントリー申し込み用紙に必ず背番
号を記入しておくこと。
2）部長・監督・コーチ・トレーナー・マネージャー章は既定のものを用いること。
3）エントリー選手の変更及び背番号の変更は代表者会議終了までに行うこと。それ
以降の変更は認めない。*1 部リーグ校は本大会での変更は不可。
4）選手は大会前に健康診断を受けること。
5）大会期間中に選手が負傷した時、応急手当（医師にみせるまでの応急処置）はする
が、それ以後の責任は負わない。
6）宿舎・弁当の斡旋については別途掲載資料を参照のこと。
7）大会を棄権する時は、必ず申込締切日までに大会本部（下記の所）に連絡すること。
8）申込みに必要な書類（郵送分）
・
「平成 30 年度秋季男子大分大会申込書」２通（押印有）
・大会参加料の領収書のコピー1 通
・宛名明記の官製ハガキ 1 枚（折らずに同封）
・監督、コーチ会議の出欠用紙
・
（公財）日本バレーボール協会登録用紙（チーム加入選手一覧）1 通
※大会エントリーする監督、コーチ、トレーナー、マネージャーの各スタッフは日本
バレーボール協会（ＪＶＡ）への個人登録が義務づけられる。
登録費を全て納付した上で、チーム加入選手一覧を送付すること。
9）申込みに必要な書類（メール送信分）
・
「平成 30 年度秋季男子大分大会申込書.xls」をメールに添付し送信すること。
本大会の問い合わせ先 〒870-1192 大分市大字旦野原 700 番地 大分大学理工学部 岡内研究室
☎ 097-554-7957
携帯 080-5203-7957
メール：okauchi@oita-u.ac.jp

