２０１９年度

北海道学連創設７０周年記念
第３８回東日本バレーボール大学選手権大会
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１．開催期間

２０１９年６月２５日（火）～６月３０日（日）

２．会

６月２５日（火）北海きたえーる（代表者会議、レフリークリニック、開会式）
２６日（水）北海きたえーる、北ガスアリーナ札幌 46、札幌市美香保体育館
札幌市白石区体育館 札幌市東区体育館 予定
２７日（木）北海きたえーる、北ガスアリーナ札幌 46、札幌市美香保体育館
札幌市白石区体育館 札幌市東区体育館 予定
２８日（金）北海きたえーる、北ガスアリーナ札幌 46
２９日（土）北海きたえーる
３０日（日）北海きたえーる

場

３．参加資格

１）２０１９年度一般財団法人全日本大学バレーボール連盟加盟校で主催学連に所属して
いること。
２）２０１９年度公益財団法人日本バレーボール協会加盟チーム登録規定により『大学』
として加盟登録し、その構成員（登録者）であること。
（ＪＶＡ個人登録【MRS】の登
録者であり、当該大学に在籍していること）

４．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。
・競技違反については、処分基準詳細に従い、規律委員会で処分を決定する。

５．競技方法

１）グループ戦は３セットマッチ、トーナメント戦より全試合５セットマッチとし、
３位決定戦を行う。
２）抽選より１組４チームのグループに分け、グループ戦を行い１勝した３チームを決勝
トーナメント戦に出場させる。１組３チームにグループ分けされた場合はリーグ戦を
行い上位２チームを決勝トーナメントに出場させる。また、シードチームがグループ
戦において１敗し、トーナメント戦に出場した場合はそのシード権を失う。
３）トーナメント抽選会は行わず、全日本インカレＢ方式にて実施する

競技日程

第１日
第２日
第３日
第４日
第５日
第６日

６月２５日（火）
６月２６日（水）
６月２７日（木）
６月２８日（金）
６月２９日（土）
６月３０日（日）

代表者会議、レフリークリニック、開会式
グループ戦
トーナメント戦 １回戦
トーナメント戦 ２回戦、３回戦
トーナメント戦 準々決勝・準決勝
３位決定戦･決勝･表彰式･閉会式

※６日目、３位決定戦は２面で試合を行い、その後特設コートに張り替え決勝戦を行う。
※男女共１６チームをシードチームとする。第１～８シードについては前年度の結果
より所属学連にシード枠が与えられる。第９～１６シードについては各学連２枠ずつ与
えられる（シードチームもグループ戦より参加）
※シードチームがグループ戦で１敗した場合、シード権がその時点でなくなる

６．チーム構成

１）参加申込時は、部長（必ず記載）・監督・コーチ・トレーナー・マネージャー各１名、
選手１８名以内をエントリーする。
２）試合毎に構成メンバー表を提出し、部長（必ず記載）・監督・コーチ・トレーナー・
マネージャー各１名、大会エントリー選手のうち、１４名以内をエントリーする。但し、
以下の規定に基づくものとする。
また、トレーナーとしてベンチに入る場合は、医師、看護師および医療免許資格を有する
者とする。但し、当分の間、科学研究委員会が認めた、日本赤十字社、消防署、各学連の主
催する安全管理及び救急救命・応急処置等の講習会に参加し認定書を交付された者とする。
また、トレーナーとしてベンチに入る者は、一般財団法人全日本大学バレーボール連盟が配
布した証明書を試合中に提示している状態にすること。
【正規の競技者とリベロ競技者の人数割りについて】
１３名以上、選手登録するときは２名のリベロ・プレーヤーを登録しなくてはならない。
３）部長は全日本学連に登録されたものでなければならない。
４）マネージャーは当該大学の選手登録された学生であること。
５）チーム役員は，特段の理由がある場合のみスタッフ追加登録を行ったものであれば、
臨時役員届を提出することによって、変更する事ができる。ただし、部長の変更は
認めない。
６）国際試合に出場する選手の取り扱いについて
国際試合（一財）全日本大学バレーボール連盟に所属する選手が選出された場合はその
選手以外の１８名と選出された選手を足した人数でエントリーすること。ただしコンポ
ジは１４名で提出する事

７．使用球

公益財団法人日本バレーボール協会検定５号球 カラーボール（人工皮革）とする。
※男子：ミカサ（MVA300）
女子：ミカサ（MVA300）

８．使用ネット

公益財団法人日本バレーボール協会の大会使用ネット規格に則ったものとする。

９．申し込み方法

１）参加料
２）振込先

１チーム ２０，０００円
【男子 振込先】
ゆうちょ銀行 ９０８（キュウゼロハチ）普通預金 ４４１３０８１
北海道 大学バレーボール連盟 理事長 黒田 謙二
【女子 振込先】
ゆうちょ銀行 ９０８（キュウゼロハチ）普通預金 ５９６９１４０
北海道 大学バレーボール連盟 理事長 黒田 謙二

３）大会申込必要書類
※今大会は、申し込みは全てメールによるデータのやりとりで行います。
申し込み用アドレス：
【男子】mgakuren_east@yahoo.co.jp
【女子】fgakuren_east@yahoo.co.jp
※件名に「○○大学 男子/女子 申し込み」と必ず打ち込んで下さい。
※各用紙は全日本大学バレーボール連盟・東日本インカレのページからダウンロー
ドする事。
①受付申し込み用紙（参加料 20,000 円の振り込みコピーを添付）
②予約プログラム申し込み用紙（400 円×予約部数の振り込みコピーを添付）
※参加料と予約プログラムは別々に振込んでください。振込む際、必ず大学名で振込み、
大学名の前には男子ならば“M”、女子なら“Ｆ”を入力してください。プログラムは

前売価格で４００円です。プログラムは開会式終了後、会場受付にてお渡しします。
③エントリー用紙
※注意事項に従いデータを入力すること。
④エントリー１８名＋スタッフ５名の集合写真
※それ以上の人数が写っている場合は取り直しとなります。
※ユニフォームの背番号が隠れている場合もとり直しとします。
※リベロも含め全員同じ色のユニフォームを着用してください。
※スタッフの服装は統一してください。
※ポーズ禁止です。
※写真はスマホで撮らずに JPEG（写真の保存形式）で送ってください。
※①、②は PDF 形式でメールに添付する事。
※受付の返信通知は、全日本学連が受け取ってから２～３日以内にメールにて返信通知
を行います。返信通知が遅い場合には、最終ページの連絡先に問い合わせする事。
※申込に不備があったかの有無については、学連からは連絡しません。

１０．大会申込
締切り

５月１５日（水）１９：００必着
（締切り期日を過ぎた場合は参加を認めないので注意すること）

１１．エントリー
申込締切り

５月１５日（水）１９；００必着
（締切り期日を過ぎた場合は参加を認めないので注意すること）

エントリー
変更申込締切り

６月１６日（日）１８：００必着
（締切り期日を過ぎた場合は変更を認めないので注意すること）
※申込受付後のエントリー選手の変更は一切認めないが、医師から診断を受け、怪我や病
気等で診断書の提出により、変更が認められた時のみ、最大２名まで認める。

１２．組み合わせ
抽 選 会

１）日

時

５月２６日（日）
女子：１３：００～ 男子：１４：３０～
２）場 所
明治大学 リバティタワー1011 教室
※代表者１名は必ず出席すること。当日欠席のチームは所属学連委員長に委任できる。
※委任状については一般財団法人全日本大学バレーボール連盟公式 HP 及び一般財団法人
関東大学バレーボール連盟公式 HP にフォーマットがあるので印刷して事務局まで送付
してください。

１３．代表者会議

１）日 時
６月２５日（火）１７：００～
２）場 所
北海きたえーる
※代表者１名は必ず出席すること。欠席の場合は、棄権したものとみなす。

１４．開会式

１）日 時
６月２５日（火）１８：００～
２）場 所
北海きたえーる
３）選手集合時間 １７：４０ （選手６～１８名で参加すること）

１５．表彰式
閉会式

１）日時
２）場所
３）表彰

１６．その他

１）練習会場については、設けないので各チームで対処願います。
２）参加選手は大会前に健康診断を必ず受けること。選手の健康管理については、
チーム及び個人の責任としてこれを受け止め充分管理すること。

６月３０日（日）
北海きたえーる
優 勝 チーム：賞状､優勝杯､芳名録､ウィニングボール､個人メダル
準優勝 チーム：賞状､記念ボール､個人メダル、
３ 位 チーム：賞状､記念ボール､個人メダル
※表彰は３位決定戦・決勝終了後に行う。
４）個人賞 優勝監督賞､最優秀選手賞､敢闘選手賞、ベストスコアラー賞、スパイク賞、
ブロック賞､サーブ賞､レシーブ賞､セッター賞､リベロ賞

３）競技中の負傷については、応急処置は行うが以後の責任は負わない。
４）給水の為のタイムアウトについて
熱中症予防の観点から、室内温度が３０度以上の場合、
「給水のためのタイムアウト」
を採用する。採用するタイミングは、各試合のプロトコール前の室内温度とする。
（※別紙参照）
５）参加大学校章を掲載する新聞紙面制作の案内を別途するので、確認し、大会参加料と
一緒に納入すること。（￥６，０００）
６）小学生を対象としたバレーボール教室を同時開催する。
７）2020 年オリパラ大会に合わせ北海道の障がい者スポーツの普及活動をおこなう。
８）各チームの帯同審判員は、レフリークリニックを行うので必ず出席すること。
日 時
６月２５日（火）１７：００～
場 所
北海きたえーる
９）本大会に関する問い合わせ
東日本大学バレーボール選手権大会事務局
〒１０１－００３５ 千代田区神田紺屋町４６ 風月堂ビル４０５号室
TEL ０３－５２４４－４８０４
FAX ０３－５２４４－４８０５
（事務局の開催日と時間は、月・水・金の１８：００～２１：００）

