
2019年度千葉県スポーツ少年団バレーボール夏季交流大会 

兼 第 38回関東大会女子予選会 千葉県大会実施要項 

1.  趣   旨 青少年の健全育成の一環として、バレーボール交流大会を通じて、スポーツを愛し、 

            スポーツを楽しみながら団員相互の調和と親睦を図り、併せてバレーボールの普及に 

努める。 

2.  主   催 公益財団法人千葉県体育協会千葉県スポーツ少年団 

3.  主   管 千葉県スポーツ少年団バレーボール専門部 

4.  後   援 千葉県教育委員会、千葉県バレーボール協会 

5.  日   程 支部予選 2019年 6月 23日（日）までに代表チームを決定 

男女決勝大会 2019年 7月 7日（日） 

6.  会   場 支部予選 県内小学校体育館他（体育館開場時間は各支部一任） 

男子決勝大会 総合スポーツセンター体育館（開場時間：8時 50分） 

女子決勝大会 四街道総合公園体育館（開場時間：8時 50分） 

7.  参加資格 2019 年度千葉県スポーツ少年団に申込期限までに登録の団体で組織され、2

名以上のスポーツ少年団有資格者を有し、2019 年度スポーツ安全保険に加入

済みの単位団とする。 

＜補足説明＞ 

（１） 選手について 

申込期限までにスポーツ少年団の団員として登録を済ませていること。 

（２） 指導者について 

申込期限までにスポーツ少年団の指導者として登録を済ませていること。 

ベンチ入りするスタッフは、原則としてスポーツ少年団認定員の資格所持者

（認定番号を付与されている者）が最低２名。スポーツ少年団認定員

の資格所持者のどちらかが、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

(二次講習受講修了以上)を所持しているか、若しくは日体協認定の指

導員、上級指導員、コーチ上級コーチのいずれかの資格を所持しているこ

と。  

※ 「指導者資格」についての補足説明です。 

① スポーツ少年団認定員資格 

⇒ スポーツ少年団主催の大会に参加するために必要な資格 

② 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(二次講習受講修了以

上)若しくは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 

⇒ 「小学生バレーボール競技大会」参加に必要な資格 

という位置付けとなります。 



よって「スポーツ少年団バレーボール夏季交流会」に於いては、ベンチスタッフ 3

名(監督、コーチ、マネージャー)のうち、スポ少認定員資格所持者 2 名以上、

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(二次講習受講修了以上)若しくは

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所

持者 1名以上が必要となります。 

例1) 監督(日小or日協、スポ少)、コーチ(スポ少)、マネージャー(無資格) 

例2) 監督(日小 or日協、スポ少)、コーチ(日小 or日協、スポ少)、マネー

ジャー(スポ少) 

（注 1）資格所持者のベンチ入り人数は必須条件です。条件を満たしていない

場合は大会エントリーが出来ませんので十分ご注意下さい。 

大会当日、登録したベンチスタッフが不在で「資格所持者人数の条件」

を満たすことが出来ない場合は没収試合となります。 

但し、予選初日当日の受付時に変更届を提出し、チーム内で資格所

持者条件を満たすことが出来ればこの限りではありません。 

また、普及、育成目的で開催される「B 大会」については、大会開催に

関する全てを各支部での判断にお任せしておりますのでこの限りではあり

ません。 

（注 2）男子、女子のチーム両方をお持ちの団体については、別々のチームを保

有しているという扱いになりますので、ベンチスタッフは重複しない方をご用

意いただくことが必要となります。こちらもあわせてご注意下さい。 

（注 3）本年度にスポ少認定員資格を取得する場合は、「日本スポーツ少年

団認定員養成講習会受講票」若しくは「日本スポーツ少年団認定員

養成講習会受講修了証明書兼検定試験合格証明書」を大会当日

に持参して下さい。 

（３） チームについて 

2019 年度登録団体であれば、1 市町村からの出場チーム数は制限しな

い。男子団体については申込期限までにメンバー（6名）が揃わない団体

同士での合同チームの参加を認める。但し、両団体が各市町村スポーツ

少年団へ個人、団体ともに登録されており、団体ごとにスポーツ安全保険

加入済みの単位団とする。大会への参加についてはどちらかの団体が所定

の申込み様式にて申込み、大会当日にもう一方のチーム団員名簿と登録

変更届を競技委員長へ提出すること。 

8.  ﾁｰﾑ構成 監督・コーチ・マネージャー各 1名と選手 14名の計 17名以内とし、他団体との 

混成は認めない。（男子は特例として、上記 7 項の参加資格を満たす団体同士

の混成を認める。）県大会は A チームのみ出場とする。ただし、複数チームが支部

予選に参加した団体は県大会には登録者から新たに 14 名選出して出場すること

ができる。 

 



9.  参加費用 予選大会 A チーム     4,000円（予選時納入） 

      予選大会 B チーム     1,000円（予選時納入） 

  県大会            1,000円（大会当日納入） 

  ※参加申込後に棄権したチームも参加料は納入すること。 

10. 参加申込 2019年 5月 31日（金）までに所定の様式で各市町村スポーツ少年団よ 

（支部予選）  り、下記申込先へ必着するように申込をする。 

         ※各市町村のスポーツ少年団事務局も新年度の登録で繁忙期となることが予想 

されます。支部予選の申込については、一旦 5月 31日（金）必着を締切とし 

ます。予選時の届出内容変更手続きについては、各チームより変更届と所定の用 

紙（指導者名簿、団員名簿等）を県予選第 1試合開始前に支部長、男子責 

任者（大会会場が複数ある場合は支部長、男子責任者の任命した会場責任

者）へ提出すること。 

＜提出書類＞ 

（１）大会参加申込書 1部（各市町村のスポーツ少年団本部長印が必要） 

（２）2019年度スポーツ少年団 団登録用紙 1部 

（３）2019年度スポーツ少年団 指導者名簿 1部 

（４）2019年度スポーツ少年団 団員名簿 1部 

           ※（２）、（３）、（４）は、「スポーツ少年団登録システム」で取り出したダウン 

ロード帳票となります。詳しくは登録マニュアルをご覧下さい。 

＜提出先＞ 

  北総東部     〒260-0042千葉市中央区椿森 3-6-14 

鈴木 正治 090-4677-8128 

  北総西部     〒276-0033八千代市八千代台南 1-32-1 

        栗林 昇司 090-9376-3897 

  南総        〒293-0006富津市下飯野 67 

        鈴木 芳保 090-2163-8250 

  男子        〒289-2531旭市井戸野 1328-11 

        木村 陽子 090-2525-6403 

11. 県大会申込  2019 年 6 月 29 日（土）までに以下の内容で申込先へ必着するように申込を

する。 

＜提出書類＞ 

（１）大会参加申込書（県大会用として再度作成願います。県予選から参加する

チームは本部長印不要。県大会より参加するシードチームは本部長印が必要

です。） 

（２）2019年度スポーツ少年団 指導者名簿 1部 

（３）2019年度スポーツ少年団 団員名簿 1部 

（４）指導者認定証（小学生バレーボール指導者認定証、若しくは日本体育協 

会の指導者登録証）コピー1部 

 



＜提出先＞ 

            競技委員長   〒276-0033千葉県八千代市八千代台南 1-32-1 

            栗林 昇司    090-9376-3897 

※ 県大会時の届出内容変更の手続きについては、各チームより所定の書式を第 

1試合開前に競技委員長（大会会場が複数ある場合は競技委員長の任命 

した会場責任者）へ提出すること。 

12. 抽選方法 男子：予選順位に基づき、別紙トーナメント表通りの出場枠とする。 

女子：前年度冬季大会ベスト 4 までのチームの所属する支部（北東 3 チーム、

北西 1 チーム）にシード枠を与える。 

シード枠以外については別表トーナメント表通り。 

13. 試合方法 男子：予選にて選出された 12 チームにてトーナメント戦（3セットマッチ）を行う。 

女子：予選にて選出された 16 チームにてトーナメント戦（3セットマッチ）を行う。 

14. 大会使用球 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 

男子モルテンボール、女子ミカサボールを使用する。※ボールの内圧については６人

制競技規則に準ずる。 

15. 競技規則 「2019年度日本バレーボール協会規定」6人制競技規則による。但し、小学生の

ための特別ルールを（フリーポジション制）を用いる。 

16. 表   彰 優勝 賞状および優勝カップ（次年度返還）、楯 

※尚、女子優勝チームについては、千葉県スポーツ少年団専門部バレーボール専 

門部より第 38回関東大会出場チームとして推薦する。 

準優勝／第 3位  賞状・楯 

※女子第 38回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流会開催日程、開催場所 

開催場所：群馬県 

開催日程：2019年 7月 26日（金）～28日（日） 

17. そ  の  他 ①ユニホームは背番号が明確で統一されたものであること。 

②アンダーウェアーの着用は認めない。 

③単位団旗、プラカードを持参すること。（予選、県大会ともに利用します。） 

④チームスタッフは統一された服装であること。 

⑤大会に関する注意事項についてはスポーツ少年団 HPに掲載することとする。 

⑥各チームよりチーム帯同員（開場設営手伝い）を選出すること。 

⑦大会途中での棄権は、選手が６名に満たない場合のみ認めることとする。 

観戦時のマナーや会場利用時のマナーに十分留意し、大

会を成功させましょう。各チーム関係者の皆様、ご協力の

程、よろしくお願い致します。 

以上 

 



２０１９年度千葉県スポーツ少年団バレーボール夏季交流大会 

兼 第 38回関東大会女子予選会 参加申込書 
単位団名   スポーツ少年団 A ﾁｰﾑ ・ B ﾁｰﾑ ・ C ﾁｰﾑ ・ D ﾁｰﾑ  

団体登録番号                           複数チーム参加する団は○を付けてください 

区分 氏名 住所 電話番号 認定番号 
日小連番号 

日体協番号 

監督      

ｺｰﾁ      

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ      

 

No. 氏名 背番号 学年 学校名 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

上記団体を適格と認め、参加申込み致します。 

   年   月   日 

市町村名          

本部長         □印   



登 録 変 更 届 

 

      年   月   日 

 

単位団    スポーツ少年団 

責任者        

※スポーツ少年団団員登録名簿（3号用紙）コピーを併せて提出願います。 

 

 登録者氏名（削除） 

※削除・変更するメンバー・スタッフのみ記載 

背番号 登録者氏名（追加） 

※追加登録するメンバー・スタッフのみ記載 

背番号 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

千葉県スポーツ少年団バレーボール専門部 

 

 

 

 

 

 



２０１９年度千葉県スポーツ少年団バレーボール夏季交流大会 

千葉県決勝大会 男子組合せ 

 

ブロック
１位①

ブロック
１位③

A3 C2

抽選① 抽選⑤

A1 C1

抽選② 抽選⑥

B2

ブロック
１位④

ブロック
１位②

A4 B4

抽選③
A5

抽選⑦

A2 B1

抽選④ 抽選⑧

B3

 

 

 



２０１９年度千葉県スポーツ少年団バレーボール夏季交流大会 

兼 第 38回関東大会女子予選会 千葉県決勝大会 女子組合せ 

 

 

北東ｼｰﾄﾞ②

B2

抽選⑤

D3 B3

抽選⑪

抽選⑥ 抽選⑫

D1 B1

北東ｼｰﾄﾞ③

抽選⑨

抽選④
A5

抽選⑩

D2

A2 C2

抽選③
A4 C4

北東ｼｰﾄﾞ① 北西ｼｰﾄﾞ①

A1 C1

抽選①

A3 C3

抽選⑦

抽選② 抽選⑧

 


