
 

２０１９年度 

 

宮城県バレーボール協会 

 

各種大会要項 
 

 

 

番 

号 
大  会  名 頁 

１ 
２０１９年度 第７２回全日本９人制バレーボール実業団男子選手権大会宮城県大会 

２０１９年度 第７１回全日本９人制バレーボール実業団女子選手権大会宮城県大会 
１ 

２ 
２０１９年度 全日本６人制バレーボールクラブカップ男子・女子選手権大会宮城県大会 

２０１９年度 全日本９人制バレーボールクラブカップ男子・女子選手権大会宮城県大会 
２ 

３ 第７４回 国民体育大会バレーボール競技選手選考会 ３～６ 

４ 日本スポーツマスターズ２０１９バレーボール競技宮城県大会 ７ 

５ ２０１９年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会宮城県ラウンド ８ 

６ ２０１９年度 第１８回 全国社会人９人制バレーボール東ブロック男女優勝大会宮城県大会 ９ 

７ 
２０１９年度 第８９回全日本９人制バレーボール総合男子選手権大会宮城県大会 

２０１９年度 第８８回全日本９人制バレーボール総合女子選手権大会宮城県大会 
１０ 

 

 

 

 

 

 

 



２０１９年度 第７２回 全日本９人制バレーボール実業団男子選手権大会宮城県大会 開催要項 

２０１９年度 第７１回 全日本９人制バレーボール実業団女子選手権大会宮城県大会 開催要項 

 

 主   催 宮城県実業団バレーボール連盟 

 主   管 宮城県バレーボール協会 

 協   賛 多賀城市バレーボール協会 

 ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ 男子：株式会社モルテン・女子：株式会社ミカサ 

 

１．開催期間 ２０１９年 ５月１２日（日） 

 

２．会 場 多賀城市総合体育館 

 

３．参加資格 ２０１９年度 公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により 

「実業団」として有効に登録された選手及びベンチスタッフで構成されたチームとする。 

 

４．競技規則 ２０１９年度 公益財団法人日本バレーボール協会９人制競技規則による。 

 

５．競技方法 トーナメント戦で、全試合３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 

 

６．大会使用球 男子：モルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）・女子：ミカサ製（ＭＶＡ３００）を使用する。 

 

７．チーム構成 試合時のチーム構成は、監督・コーチ・マネージャー・トレーナー各１名と選手１５名の計１９名以内とする。 

 ただし、大会参加申込みは、選手１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１５名までをエントリー

することができる。なお、選手の変更は番号の変更を含め一切認めないので、記入時に十分注意すること。 

 監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づ

く、公認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公認バレーボール上級

指導員のいずれかの資格を有する者であること。また、本大会では部長のベンチ入りを認める。（チームスタッフとし

てＪＶＡＭＲＳ登録していること） 
 
８．出場手続き ＭＲＳ｢チーム責任者のマイページ｣から大会申し込みを行い、参加料振込みの領収書(写し)及びベンチステッ 
  フの資格を証明する登録証又は証明書(写し)を下記に送付すること。 
  （申込み先は、13.その他（６）に記載） 
  《添付書類》 （１）参加料振り込みの領収書の写し 
              （２）ベンチステッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し 
 
９．参 加 料 別紙｢郵便振替用紙｣にて送金すること。 
  １チーム １０,０００円 振込用紙の住所・氏名欄にチーム名も記入すること。 

 

10．締切期日 ２０１９年 ４月２７日(土) 必着のこと。 
  ※期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。 

 

11．代表者会議 ２０１９年 ５月１２日(日) ８時４５分から大会会場内本部席にて行う。 
    ※各チームは、必ず１名参加のこと。 

 

12．開・閉会式 開会式は、大会当日(２０１９年 ５月１２日（日）)９時から大会会場内本部席前にて行う。 
  ※各チームは全員、統一された服装で参加すること。 
 
13．そ の 他 (1) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 
  (2) 大会申込み以外のメンバーによるスタッフ変更を申請する場合は、ＪＶＡＭＲＳによるチーム加入一覧表を 
   提出すること。また、有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 

(3) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウエアを着用する場合、統一されたものを着用する 

 こと。(ランニングシャツ・Ｔシャツ・ハーフパンツ等不可) 

(4) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メーカー 

 以外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(5) ユニフォームのチーム名は登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォームに都 

 道府県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 
  (6) 大会の問合せ先 
      〒989-0841 仙台市太白区向山３-９-２０ 
      宮城県バレーボール協会 競技委員長 岡崎 拓生宛 
   電話：090-3367-1509  E-mail：icc16656@nifty.com 
 
14．全国大会 各優勝チームは、宮城県代表として全国大会に推薦する。 
   ９人制男子 ( 愛媛県松山市・伊予市 7/26～29 日 )へ 
   ９人制女子 ( 愛媛県松山市・伊予市 7/26～29 日 )へ 



２０１９年度 全日本６人制バレーボールクラブカップ男子・女子選手権大会宮城県大会 開催要項 
２０１９年度 全日本９人制バレーボールクラブカップ男子・女子選手権大会宮城県大会 開催要項 

 

 主   催 宮城県クラブバレーボール連盟 

   毎日新聞社 

 主   管 宮城県バレーボール協会 

 協   賛 多賀城市バレーボール協会 

 ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ 男子：株式会社モルテン・女子：株式会社ミカサ 

 

１．開催期間 ２０１９年 ６月９日（日） 

２．会 場 多賀城市総合体育館 宮城県多賀城市下馬 5 丁目９－３  ０２２－３６５－１９１８ 

３．参加資格 令和元年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「クラブ」として有 

  効に登録された選手及びベンチスタッフで構成されたチームとする。 

  〈注意事項〉 

  (1) 選手及びスタッフは６人制・９人制両大会に出場できる。 

  (2) 以下に該当する選手は出場できない。 

・当年度、クラブ以外の加盟団体から全国大会等（都道府県予選会を含む）に出場している選手。 

・Ｖ機構に加盟（準加盟含む）しているチームに、前年度からの登録期間に登録された選手。 

４．競技規則 ２０１９年度（令和元年度）公益財団法人日本バレーボール協会６人制・９人制競技規則による。 

５．競技方法 トーナメント戦で、全試合３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 

６．大会使用球 男子：モルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）・女子：ミカサ製（ＭＶＡ３００）を使用する。 

７．チーム構成 試合時のチーム構成は、(※６人制の場合)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 
  する。ただし、選手は１８名まで申込むことができる。そして、試合毎にリベロプレーヤー２名を含む１４名ま 
  でエントリーすることができる。(※９人制の場合)監督・コーチ・マネージャー各１名と選手１５名の計１ 
  ８名以内とする。ただし、選手は１８名まで申込むことができる。そして、試合毎に１５名までをエントリー 
  することができる。 
  ※６・９同じなお、選手の変更は番号の変更を含め一切認めないので、記入時に十分注意すること。監督・コ 
  ーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公 
  認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公認バレーボール上級指導 
  員のいずれかの資格を有する者であること。 

  
８．出場手続き ＭＲＳ｢チーム責任者のマイページ｣から大会申し込みを行い、参加料振込みの領収書(写し)及びベンチステッ 
  フの資格を証明する登録証又は証明書(写し)を下記に送付すること。 
  （申込み先は、13.その他（6）に記載） 
  《添付書類》 （１）参加料振り込みの領収書の写し 
              （２）ベンチステッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し 
 
９．参 加 料 別紙｢郵便振替用紙｣にて送金すること。 
  １チーム １０,０００円 振込用紙の住所・氏名欄にチーム名も記入すること。 

 

10．締切期日 ２０１９年 ５月２５日(土) 必着のこと。 
  ※期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。 

 

11．代表者会議 ２０１９年 ５月３０日（木）１９時から仙台市青葉体育館会議室にて行う。 
  抽選会 ※各チームは、必ず１名参加のこと。 

 

12．開・閉会式 開会式は、大会当日(２０１９年 ６月９日（日）)午前９時から大会会場内本部席前にて行う。 
  ※各チームは全員、統一された服装で参加すること。 
 
13．そ の 他 (1) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 
  (2) 大会申込み以外のメンバーによるスタッフ変更を申請する場合は、ＪＶＡＭＲＳによるチーム加入一覧表 
   を提出すること。また、有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 
  (3) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウエアを着用する場合、統一されたものを着用す 
   ること。(ランニングシャツ・Ｔシャツ・ハーフパンツ等不可)  

(4) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メーカー 

 以外 を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(5) ユニフォームのチーム名は登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォームに都 

 道府 県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 
  (6) 大会の問合せ先 
      〒989-0841 仙台市太白区向山３-９-２０ 
      宮城県バレーボール協会 競技委員長 岡崎 拓生宛 
   電話：090-3367-1509  E-mail：icc16656@nifty.com 
 
14．全国大会 各優勝チームは、宮城県代表として全国大会に推薦する。 
   ６人制男子 ( 北海道旭川市  8/8～11 日 )  ６人制女子 ( 福井県福井市 8/9～12 日 )へ 
   ９人制男子 ( 兵庫県加古川市 8/9～12 日 )  ９人制女子 ( 大阪府大阪市 8/2～ 4 日 )へ 



第７４回 国民体育大会バレーボール競技選手選考会 開催要項 

 

 主   催 （公財）宮城県スポーツ協会・宮城県教育委員会 

 主   管 宮城県バレーボール協会 

 協   賛 大崎市バレーボール協会 

 ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ 男子：株式会社モルテン・女子：株式会社ミカサ 

 

１．開催期間 ２０１９年 ７月７日（日） 

 

２．会 場 大崎市三本木総合体育館 宮城県大崎市三本木桑折字沼下２９－２ ０２２９－５２－６１７１ 

 

３．参加資格 平成１３年（２００１）４月１日以前に生まれた者 

  (1) 居住地 平成３１年４月３０日以前に届け出がされ、住所を有し、日常生活を送っている。  

  (2) 勤務地 平成３１年４月３０日以前に雇用者と契約を締結し、現に主たる勤務実態を有する会社等の所在 

    地を指す。 

  (3) ふるさと 出身卒業中学・高校所在地の都道府県から参加できる。 

    ○ 参加形態  単独か選抜 

    ○ 結婚・離婚 平成３１年４月３０日以前に法的手続きが完了（平成３０年５月１日から平成３ 

     １年４月３０日の間）していれば、他の都道府県から出場できる。 

    ○ 新卒業者   大学を卒業したその年は他の都道府県から参加できる。（大学院修了者・大学中退は含 

     まない） 平成３０年度卒業者が対象 

    ○ 外国人   過去に在留資格として、「就学生」の実績が必要。 

     ただし、外国人参加資格については、念のため、都道府県体育協会を通じて、日本協 

     会に問合せをすることが望ましい。 

     大学生（留学生）は就学生の実績があっても参加できない。 

    ○ 大学生  大学生の参加にあっては、単一大学で参加できる。（平成２０年度より） 

     学校所在地での参加は上の(1)、(2)、(3)に当てはまらないので、認められない。 

    ◎ 予選から本大会まで 

   都道府県大会 いかなる場合でも都道府県大会に参加しなければ、ブロック大会及び本大会に参加すること 

   はできない。 

   ※都道府県大会の開催方法（選抜方式・選考基準等）は当該都道府県競技団体と、都道府県体育協会で決定 

   し、都道府県大会要項等に明示するなど、事前に周知徹底を図った上で代表を選考すること。 

    ◎ ブロック大会  都道府県代表は、ブロック大会に参加し、通過しなければならない。 

   ※日体協が指定した予選免除大会に参加する代表選手については、都道府県代表選手として本大会に参加で 

   きる。ただし、当該都道府県代表チームがブロック大会に参加し、本大会参加枠を獲得している場合とする。 

    ◎ 監督資格について  公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導員指導者制度に基づく、公認バレー 

      ボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公認バレーボール上級指導員の有 

      資格者とする。 

    ◎ 選手の変更について  エントリーの変更はできない。 

       ※監督の場合も選手と同様の扱いとする。 

    ◎ 「ふるさと」活用選手の手続きは、初年は登録申請、2年目以降は、使用申請が必要です。 

  (4) 参加人員 

   成年男子６人制：監督１名、選手１２名 

   成年女子６人制：監督１名、選手１２名 

            注意）宮城県選考会開催時のチーム構成は、ベンチスタッフは監督 1 名、コーチ 1 名、マネージャー1 名 

         選手は 18 名まで申し込むことができる。 

そして、試合毎に 14 名以内をエントリーすることができる。なお、選手の変更は 

競技者番号の変更を含め一切認めないので記入時に十分注意すること。 

 

４．競技上の規定 (1) 競技規則 ２０１９年度 公益財団法人日本バレーボール協会６人制競技規則による。 

  及び方法 (2) 競技方法 トーナメント戦とする。決勝戦のみ５セットマッチとし、それ以外は３セットマッチとする。 

 

５．大会使用球 男子：モルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）・女子：ミカサ製（ＭＶＡ３００）を使用する。 

 
６．出場手続き ＭＲＳ｢チーム責任者のマイページ｣から大会申し込みを行い、参加料振込みの領収書(写し)及びベンチステッ 
  フの資格を証明する登録証又は証明書(写し)を下記に送付すること。 
  （申込み先は、11.その他（6）に記載） 
  《添付書類》 （１）参加料振り込みの領収書の写し 
              （２）ベンチステッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し 



 
７．参加料 別紙｢郵便振替用紙｣にて送金すること。 
  １チーム ５,０００円 振込用紙の住所・氏名欄にチーム名も記入すること。 
 
 
８．締切期日 ２０１９年 ６月１５日（土）必着のこと。 
  （期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。） 
 
９．代表者会議 ２０１９年 ６月１９日（水）午後７時仙台市青葉体育館会議室にて行う。 
  抽選会 ※各チームは、必ず１名参加のこと。 
 
10．開会式 ２０１９年 ７月７日（日）午前９時より会場で行う。 
  統一されたウェアで全員参加すること。 
 
11．その他 (1) 監督は規定のマークを明確に判断できる位置（左胸部が望ましい)につけること。 
  (2) 大会申込み以外のメンバーによるスタッフ変更を申請する場合は、ＪＶＡＭＲＳによるチーム加入一覧表 
   を提出すること。また、有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 
  (3) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウエアを着用する場合、統一されたものを着用す 
   ること。(ランニングシャツ・Ｔシャツ・ハーフパンツ等不可)  

(4) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メーカー 

 以外 を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(5) ユニフォームのチーム名は登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォームに都 

 道府 県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 
  (6) 大会の問合せ先 
      〒989-0841 仙台市太白区向山３-９-２０ 
      宮城県バレーボール協会 競技委員長 岡崎 拓生宛 
   電話：090-3367-1509  E-mail：icc16656@nifty.com 
 
12．東北大会 ６人制男女は強化委員会による選手選考を行い、６人制男女は、東北ブロック大会へ宮城県代表として 

推薦する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７４回 国民体育大会バレーボール競技（ビーチバレーボール）選手選考会 開催要項 

 

 主   催 （公財）宮城県スポーツ協会・宮城県教育委員会 

 主   管 宮城県バレーボール協会 

 ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ 男：株式会社モルテン  女：株式会社ミカサ 

 

１．開 催 期 間 ２０１９年６月１５日（土） 

 

２．会 場 スリーエム湊浜海浜緑地 宮城県宮城郡七ヶ浜町湊浜 

 

３．参 加 資 格 平成１３(２００１)年４月２日から平成１７年（２００４）年４月１日までに生まれた者 

  (1) 居住地 平成３１年４月３０日以前に届け出がされ、住所を有し、日常生活を送っている。  

  (2) 出身卒業中学・高校所在地の都道府県から参加できる。 

    ○ 参加形態  居住所を示す現住所、学校所在地、勤務地のいずれかが属する都道府県とする。 

    ○ 外国人  過去に在留資格として、「就学生」の実績が必要。 

     ただし、外国人参加資格については、念のため、都道府県体育協会を通じて、日本協会 

     に問合せをすることが望ましい。 

     大学生（留学生）は就学生の実績があっても参加できない。 

       学校所在地での参加は上の(1)、(2)に当てはまらないので、認められない。 

                     

    ◎ 予選から本大会まで 

   都道府県大会  いかなる場合でも都道府県大会に参加しなければ、ブロック大会及び本大会に参加する 

ことはできない。※都道府県大会の開催方法（選抜方式・選考基準等）は当該都道府県 

競技団体と、都道府県体育協会で決定し、都道府県大会要項等に明示するなど、事前に 

周知徹底を図った上で代表を選考すること。 

    ◎ 監督資格について 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導員指導者制度に基づく、公認バレー 

                      ボールコーチ１、公認バレーボールコーチ２、公認バレーボールコーチ３、公認バレー 

ボールコーチ４の有資格者とする。 

    ◎ 選手及び監督の変更について 

基本的にエントリーの変更はできない。但し、特別な事情（疾病・傷害・妊娠）の場合に 

限り、参加申込締切後に｢参加選手・監督【交代(変更)届・棄権届】｣により変更を認める 

その際、都道府県体育（スポーツ）協会会長印と道府県協会会長印を押印した届けに必要 

事項を記入し、診断書等を添付したうえで代表者会議受付時までに提出すること。なお、 

この変更届に不正があった場合は罰則を適用することもある。また監督の場合も選手と同 

様の扱いとする。 

            ◎ 「ふるさと」活用選手の手続きは、初年は登録申請、2年目以降は、使用申請が必要である。 

  (3) 参加人員 

   少年男子：監督１名、選手２名   少年女子：監督１名、選手２名 

 

４．競技上の規定 (1) 競技規則  ２０１９年度公益財団法人日本バレーボール協会ビーチバレーボール競技規則による。 

  及び方法 (2) 競技方法 すべてトーナメント戦とする。決勝戦のみ３セットマッチとし、それ以外は２８点１セット 

マッチとする。 

 

５．大会使用球 男：モルテン製（Ｖ５Ｂ５０００）、女：ミカサ製（ＶＬＳ３００）を使用する。 

 
６．出場手続き ＭＲＳ｢チーム責任者のマイページ｣から大会申し込みを行い、参加料振込みの領収書(写し)及びベンチスタッ 
  フがいる場合は資格を証明する登録証又は証明書(写し)を下記に送付すること。 
  （申込み先は、11.その他（6）に記載） 
  《添付書類》 （１）参加料振り込みの領収書の写し 
              （２）ベンチスタッフがいる場合は資格を証明する登録証又は証明書の写し 
 
７．参加料 別紙｢郵便振替用紙｣にて送金すること。 
  １チーム ２，０００円 振込用紙の住所・氏名欄にチーム名も記入すること。 
 
 
８．締切期日 ２０１９年５月３１日（金）必着のこと。 
  （期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。） 
 
９．代表者会議 ２０１９年６月１５日（土）大会当日会場にて、開会式の終了後に行います。 
 
10．抽選会    ＪＶＡオフィシャルポイントポイントランキングを考慮し,本協会が抽選を行う。 



11．開会式 ２０１９年６月１５日（土）午前９時より会場で行う。 
 
12．その他 (1) 監督は規定のマークを明確に判断できる位置（左胸部が望ましい)につけること。 
  (2) 大会申込み以外のメンバーによるスタッフ変更を申請する場合は、ＪＶＡＭＲＳによるチーム加入 

一覧表を提出すること。また、有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 
  (3)  ベンチスタッフの服装は、上着はポロシャツ等、襟付きのシャツが望ましい。 

(4)  選手のユニフォーム・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メーカー以外を着用す

る場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(5)  ユニフォームにチーム名をつける場合は申し込みしたチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、

ユニフォームに都道府県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 
  (6)  大会の問合せ先 
      〒989-0841 仙台市太白区向山３-９-２０ 
      宮城県バレーボール協会 競技委員長 岡崎 拓生宛 
   電話：090-3367-1509  E-mail：icc16656@nifty.com 
 
13．東北大会・  ビーチバレーボール男女は、強化委員会による選手選考を行い、東北ビーチバレーボール選手権大会並びに 
  国民体育大会  茨城国体に宮城県代表として出場する。 

東北ビーチバレーボール選手権大会：7/21(日) 福島県相馬市原釜尾浜海水浴場ビーチバレーコート 

茨城国体：9/13(金）～16(月) 茨城県大洗町 大洗サンビーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本スポーツマスターズ２０１９バレーボール競技宮城県大会 開催要項 

 

 主   催 （公財）宮城県スポーツ協会・宮城県教育委員会 

 主   管 宮城県バレーボール協会 

 協   賛 大崎市バレーボール協会 

 ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ 男子：株式会社モルテン・女子：株式会社ミカサ 

 

１．開催期間 ２０１９年 ７月７日（日） 

 

２．会 場 大崎市三本木総合体育館 宮城県大崎市三本木桑折字沼下２９－２ ０２２９－５２－６１７１ 

 

３．参加資格 (1)日本バレーボール協会登録規定により、有効に登録された者で構成されたチームであり、平成 31年 4月 1 
  日をもって、男子は満 40歳以上、女子は満 35歳以上の選手で構成されたチーム。 
  (2)第 74回国民体育大会バレーボール競技会（予選会を除く）に選手として参加する者は、日本スポーツマス 
  ターズ２０１９バレーボール競技会に選手として参加することはできない。 
  (3)各都道府県バレーボール協会長から推薦された男・女各代表チーム(選抜または各都道府県予選によって選 
  ばれたチーム)1チーム及び開催地代表チーム男・女各１チーム。 
  (4)監督・コーチ・マネージャーのうち 1名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認バレーボールコーチ・ 
  上級コーチ・指導員・上級指導員の有資格者とする。 
  （注）参加申込みの際は、資格を証明する登録証又は認定証の写しを添付すること。 

 

４．競技規則 (1)競技規則   ２０１９年度日本バレーボール協会９人制競技規則による。ただし、一部特別 ルールを実施 
  競技方法     する。(１試合のベンチ入り選手１８名以内、試合への出場１５名以内、選手交代１セット６ 
      回、６人を限度) 
  (2)競技方法  トーナメント戦とする。全試合３セットマッチとする。 

 

５．大会使用球 男子：モルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）・女子：ミカサ製（ＭＶＡ３００）を使用する。 

 
６．出場手続き ＭＲＳ｢チーム責任者のマイページ｣から大会申し込みを行い、参加料振込みの領収書(写し)及びベンチスタッフ 
  の資格を証明する登録証又は証明書(写し)を下記に送付すること。 
  （申込み先は、11.その他（５）に記載） 
  《添付書類》 （１）参加料振り込みの領収書の写し 
              （２）ベンチステッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し 
 
７．参 加 料 別紙｢用便振替用紙｣にて送金すること。 
  １チーム １０,０００円 振込用紙の住所・氏名欄にチーム名も記入すること。 

 

８．締切期日 ２０１９年 ６月１５日(土) 必着のこと。 
  ※期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。 

 

９．代表者会議 ２０１９年 ７月７日(日) ８時４５分から大会会場内本部席にて行う。 
  ※各チームは、必ず１名参加のこと。 

 

10．開・閉会式 開会式は、大会当日(２０１９年 ７月７日（日）)９時から大会会場内本部席前にて行う。 
  ※各チームは全員、統一された服装で参加すること。 
 
11．そ の 他 (1) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 
  (2) 大会申込み以外のメンバーによるスタッフ変更を申請する場合は、ＪＶＡＭＲＳによるチーム加入一覧表 
  を提出すること。また、有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 

(3) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウエアを着用する場合、統一されたものを着用す 

ること。(ランニングシャツ・Ｔシャツ・ハーフパンツ等不可) 

(4) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メーカー 

以外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(5) ユニフォームのチーム名は登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォームに都 

道府県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 
  (6) 大会の問合せ先 
      〒989-0841 仙台市太白区向山３-９-２０ 
      宮城県バレーボール協会 競技委員長 岡崎 拓生宛 
   電話：090-3367-1509  E-mail：icc16656@nifty.com 

 

12．全国大会 各優勝チームは、宮城県代表として全国大会に推薦する。 

   ９人制男子（ 岐阜県山県市、関市、美濃氏 ９/２１～２４ ）へ 

９人制女子（ 岐阜県高山市 ９/２１～２４ ）へ 

 

 



２０１９年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会宮城県ラウンド 開催要項 

 

 主   催 公益財団法人日本バレーボール協会 

 主   管 宮城県バレーボール協会 

 後   援 スポーツ庁・宮城県教育委員会 

 協   賛 全日本空輸株式会社・久光製薬株式会社・日清製粉グループ・丸大食品株式会社 

   日本生命保険相互会社・ミズノ株式会社・アシックスジャパン株式会社・多賀城市バレーボール協会 

 協   力 セノー株式会社 

 ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ 男子：株式会社モルテン・女子：株式会社ミカサ 

 

１．開催趣旨 本大会は、本協会に登録する全てのチーム（小学生を除く）が、1年度を通して「天皇杯」「皇后杯」の名を冠 
  するに相応しい、日本の 6人制バレーボール最高のチームとなる栄誉を競うと同時に、バレーボールの競技を 
  通じて体力、人格、精神力の向上を目指し、また日本バレーボール界の発展と普及本大会は、本協会に登録す 
  る全てのチーム（小学生を除く）が、「天皇杯」「皇后杯」の名を冠するに相応しい、日本の 6人制バレーボー 
  ル最高のチームとなる栄誉を競うと同時に、バレーボールの競技を通じて体力、人格、精神力の向上を目指し、 
  また日本バレーボール界の発展と普及に寄与することを目指して開催する。 

２．開催期間 ２０１９年 ７月２１日（日） 

３．会 場 多賀城市総合体育館 

４．参加資格 ２０１９年度 公益財団法人日本バレーボール協会個人登録規程により有効に登録された 

チーム及び選手及びベンチスタッフで構成された中学生以上のチームとする。 

５．競技規則 ２０１９年度 公益財団法人日本バレーボール協会６人制競技規則による。 

６．競技方法 トーナメント戦で、全試合３セットマッチとし、１～４位まで決定する。 

  ※優勝チームは東北ブロックラウンドへ出場することがきる。 

７．大会使用球 男子：モルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）・女子：ミカサ製（ＭＶＡ３００）を使用する。 

８．チーム構成 試合時のチーム構成は、部長・監督・コーチ・マネージャー・トレーナー・ドクター・通訳各１名と選手１４名

の計２１名以内とする。ただし、大会参加申込みは、選手１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に

リベロプレーヤー２名を含む１４名までをエントリーすることができる。なお、選手の変更は番号の変更を含め

一切認めないので、記入時に十分注意すること。 

 監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づ

く、公認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公認バレーボール上級

指導員のいずれかの資格を有する者であること。また、本大会では部長のベンチ入りを認める。（チームスタッフとし

てＪＶＡＭＲＳ登録していること） 
９．出場手続き ＭＲＳ｢チーム責任者のマイページ｣から大会申し込みを行い、参加料振込みの領収書(写し)及びベンチステッ 
  フの資格を証明する登録証又は証明書(写し)を下記に送付すること。 
  （申込み先は、14.その他（６）に記載） 
  《添付書類》 （１）参加料振り込みの領収書の写し 
              （２）ベンチステッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し 
10．参 加 料 別紙｢郵便振替用紙｣にて送金すること。 
  １チーム １０,０００円 振込用紙の住所・氏名欄にチーム名も記入すること。 

 

11．締切期日 ２０１９年 ７月６日(土) 必着のこと。 
  ※期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。 

 

12．代表者会議 ２０１９年 ７月１１日(木) 午後７時仙台市青葉体育館会議室にて行う。 
  抽選会 ※各チームは、必ず１名参加のこと。 

 

13．開・閉会式 開会式は、大会当日(２０１９年 ７月２１日（日）)９時から大会会場内本部席前にて行う。 
  ※各チームは全員、統一された服装で参加すること。 
 
14．そ の 他 (1) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 
  (2) 大会申込み以外のメンバーによるスタッフ変更を申請する場合は、JVA-MRS によるチーム加入一覧表 
   を提出すること。また、有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 

(3) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウエアを着用する場合、統一されたものを着用す 

 ること。(ランニングシャツ・Ｔシャツ・ハーフパンツ等不可) 

(4) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メーカー 

 以外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(5) チーム写真を JVA-MRS から提出すること。 

(6) 大会の問合せ先 
      〒989-0841 仙台市太白区向山３-９-２０ 
      宮城県バレーボール協会 競技委員長 岡崎 拓生宛 
   電話：090-3367-1509  E-mail：icc16656@nifty.com 

 

 

 



２０１９年度 第１８回 全国社会人９人制バレーボール東ブロック男女優勝大会宮城県大会 開催要項 

 

 

 主   催 公益財団法人日本バレーボール協会・日本実業団バレーボール連盟・日本クラブバレーボール連盟 

 共   催 全日本大学バレーボール連盟 

 主   管 宮城県バレーボール協会 

 協   賛 多賀城市バレーボール協会 

 ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ 男子：株式会社モルテン・女子：株式会社ミカサ 

 

 

１．開催期間 ２０１９年 ７月２１日（日） 

２．会 場 多賀城市総合体育館 

３．参加資格 令和元年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により「実業団・クラブ・大 

  学」として有効に登録された選手及びベンチスタッフで構成されたチームとする。 

  ※各の競技会に出場したチーム及び個人は出場できない。 

   ①当年度黒鷲旗全日本男女選抜大会   

   ②当年度全日本９人制実業団男子・女子選手権大会 

   ③当年度全日本６・９人制クラブカップ男子・女子選手権大会 

   ④当年度国民体育大会バレーボール競技 

４．競技規則 令和元年度公益財団法人日本バレーボール協会９人制競技規則による。 

５．競技方法 トーナメント戦で、全試合３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 

６．大会使用球 男子：モルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）・女子：ミカサ製（ＭＶＡ３００）を使用する。 

７．チーム構成 試合時のチーム構成は、監督・コーチ・マネージャー・トレーナー各１名と選手１５名の計１８名以内とする。 

 ただし、大会参加申込みは、選手１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１５名までをエントリー

することができる。なお、選手の変更は番号の変更を含め一切認めないので、記入時に十分注意すること。 

 監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づ

く、公認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公認バレーボール上級

指導員のいずれかの資格を有する者であること。また、本大会では部長のベンチ入りを認める。（チームスタッフとし

てＪＶＡＭＲＳ登録していること） 
８．出場手続き ＭＲＳ｢チーム責任者のマイページ｣から大会申し込みを行い、参加料振込みの領収書(写し)及びベンチステッ 
  フの資格を証明する登録証又は証明書(写し)を下記に送付すること。 
  （申込み先は、13.その他（６）に記載） 
  《添付書類》 （１）参加料振り込みの領収書の写し 
              （２）ベンチステッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し 
９．参 加 料 別紙｢郵便振替用紙｣にて送金すること。 
  １チーム １０,０００円 振込用紙の住所・氏名欄にチーム名も記入すること。 
10．締切期日 ２０１９年 ７月６日(土) 必着のこと。 
  ※期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。 
11．代表者会議 ２０１９年 ７月２１日(日) ８時４５分から大会会場内本部席にて行う。 
    ※各チームは、必ず１名参加のこと。 
12．開・閉会式 開会式は、大会当日(２０１９年 ７月２１日（日）)９時から大会会場内本部席前にて行う。 
  ※各チームは全員、統一された服装で参加すること。 
13．そ の 他 (1) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 
  (2) 大会申込み以外のメンバーによるスタッフ変更を申請する場合は、ＪＶＡＭＲＳによるチーム加入一覧表を 
   提出すること。また、有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 

(3) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウエアを着用する場合、統一されたものを着用する 

 こと。(ランニングシャツ・Ｔシャツ・ハーフパンツ等不可) 

(4) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メーカー 

 以外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(5) ユニフォームのチーム名は登録したチーム名又はそれを表す略称名であること。なお、ユニフォームに都 

 道府県名を付ける場合、チーム名より小さくすること。 
  (6) 大会の問合せ先 
      〒989-0841 仙台市太白区向山３-９-２０ 
      宮城県バレーボール協会 競技委員長 岡崎 拓生宛 
   電話：090-3367-1509  E-mail：icc16656@nifty.com 
 
14．全国大会 各優勝チームは、宮城県代表として東ブロック大会に推薦する。 
   ９人制男女 ( 青森県青森市 10/24～27 日 )へ 
   

 

 

 

 



２０１９年度 第８９回 全日本９人制バレーボール総合男子選手権大会宮城県大会 開催要項 

２０１９年度 第８８回 全日本９人制バレーボール総合女子選手権大会宮城県大会 開催要項 

 

 主   催 公益財団法人日本バレーボール協会 

 主   管 宮城県バレーボール協会 

 協   賛 多賀城市バレーボール協会 

 ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ 男子：株式会社モルテン・女子：株式会社ミカサ 

 

１．開催期間 ２０１９年 ９月１日（日） 

 

２．会 場 多賀城市総合体育館 

 

３．参加資格 令和元年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」によりそれぞれの種別に 

  有効に登録された選手及びベンチスタッフで構成されたチームとする。 

   

４．競技規則 令和元年度公益財団法人日本バレーボール協会９人制競技規則による。 

 

５．競技方法 トーナメント戦で、全試合３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 

 

６．大会使用球 男子：モルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）・女子：ミカサ製（ＭＶＡ３００）を使用する。 

 

７．チーム構成 試合時のチーム構成は、監督・コーチ・マネージャー各１名と選手１５名の計１８名以内とする。 ただし、大

会参加申込みは、選手１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１５名までをエントリーすることが

できる。なお、選手の変更は番号の変更を含め一切認めないので、記入時に十分注意すること。 

 監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づ

く、公認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公認バレーボール上級

指導員のいずれかの資格を有する者であること。また、本大会では部長のベンチ入りを認める。（チームスタッフとし

てＪＶＡＭＲＳ登録していること） 
 
８．出場手続き ＭＲＳ｢チーム責任者のマイページ｣から大会申し込みを行い、参加料振込みの領収書(写し)及びベンチスタッフ 
  の資格を証明する登録証又は証明書(写し)を下記に送付すること。 
  （申込み先は、13.その他（5）に記載） 
  《添付書類》 （１）参加料振り込みの領収書の写し 
              （２）ベンチステッフの資格を証明する登録証又は証明書の写し 
 
９．参 加 料 別紙｢郵便振替用紙｣にて送金すること。 
  １チーム １０,０００円 振込用紙の住所・氏名欄にチーム名も記入すること。 
 
10．締切期日 ２０１９年 ８月１７日(土) 必着のこと。 
  ※期日に遅れた場合は、いかなる理由でも受け付けない。 
 
11．代表者会議 ２０１９年 ９月１日(日) ８時４５分から大会会場内本部席にて行う。 
    ※各チームは、必ず１名参加のこと。 
 
12．開・閉会式 開会式は、大会当日(２０１９年 ９月１日（日）)９時から大会会場内本部席前にて行う。 
  ※各チームは全員、統一された服装で参加すること。 
 
13．そ の 他 (1) ベンチスタッフは、規定のマークを明確に判別できる位置(左胸部が望ましい)につけること。 
  (2) 大会申込み以外のメンバーによるスタッフ変更を申請する場合は、ＪＶＡＭＲＳによるチーム加入一覧表 
   を提出すること。また、有資格者が変更となる場合は、資格証の写しも提出すること。 

(3) ベンチスタッフの服装は、選手と異なるトレーニング・ウエアを着用する場合、統一されたものを着用す 

 ること。(ランニングシャツ・Ｔシャツ・ハーフパンツ等不可) 

(4) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること。公認メーカー 

 以外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 
  (5) 大会の問合せ先 
      〒989-0841 仙台市太白区向山３-９-２０ 
      宮城県バレーボール協会 競技委員長 岡崎 拓生宛 
   電話：090-3367-1509  E-mail：icc16656@nifty.com 
 
14．全国大会 各優勝チームは、宮城県代表として全国大会に推薦する。 
   ９人制男子 ( 大阪府大阪市 11/28～12/1 日 )へ 
   ９人制女子 ( 大阪府大阪市 11/28～12/1 日 )へ 
 

 


