
【審判委員会】
１．本大会は、2019年度（公財）日本バレーボール協会６人制バレーボール競技規
則に基づき実施する。
※試合は、全て３セットマッチとする。
※全試合２１点先取とする。ただし３セット目は１５点までとし、１５点先取と
する。
※試合は、全試合ワンボールシステムで行う。

２．大会使用球は、 公益財団法人日本バレーボール協会検定５号球を使用する。
※男子がモルテン製（Ｖ５Ｍ５０００）、女子がミカサ製（ＭＶＡ３００）

３．試合中のワイピング（フロアーモッピング）については、コート上の選手自らが
速やかに行うこと。但し、タイム・アウト中およびセット間は、チームの交代選
手もしくはベンチスタッフがモップを使用してもよい。

４．選手交代は、全試合、クイックサブスティチューション制を採用する。
なお、ブザー、ナンバープレートは使用しない。

５．リベロ・プレーヤーについては、競技規則１９の規定に準ずることとする。
①服装
リベロは、チームの他の選手と、主要な部分の色が異なるユニフォームを着用し
なければならない。ユニフォームの色は、チームの他の選手とは明らかに対照的
でなければならない。※ビブスの着用は認めない。

②不法なリベロリプレイスメント
不法なリベロリプレイスメントは、不法な選手交代と同様とみなされ、不法なリ
ベロリプレイスメントが次のラリー開始前に発見された場合は、要求は認められ
ずチームに遅延行為に対する罰則が適用される。
また、サービスヒットの後に発見された場合は、不法な選手交代と同じ処置が適
用される。

③新しいリベロの再指名
リベロは負傷や病気、退場、失格によりプレーをすることができなくなることが
ある。また、監督または監督が不在の場合にはゲームキャプテンは、いかなる理
由であってもリベロがプレーできなくなったことを宣言することができる。この
規定により、リベロが１人しかいなくなった場合や、１人しか登録されていない
場合では、そのリベロがプレーできなくなった時やプレーできなくなったと宣言
された時には、その時点でコート上にいない他の選手を新たなリベロとして再指
名することができる。再指名された新たなリベロは、その試合を通して、リベロ
として競技しなければならない。また、元のリベロは、その試合の残りはプレー
することができない。



６．ネットへの接触
①ボールをプレーする動作中の選手による両アンテナ間のネットへの接触は反則
である。ボールをプレーする動作の中には、（主に）踏み切りからヒット（また
はプレーの試み）と安定した着地、新たな動作への準備が含まれる。

②相手チームのプレーを妨害しない限り、選手は支柱、ロープ、またはアンテナ
の外側にあるネットや他の物体に触れてもよい。

③ボールがプレーされている時に、ボールの近くにいる選手やボールをプレーし
ようとしている選手は、たとえボールに触れなくてもボールをプレーする動作中
とみなされる。

７．少人数で登録したチームが負傷による原因で、不完全なチームになることの救済
処置として、正規の選手が負傷した時、リベロ以外に交代する選手がいない場合
は、リベロを正規の選手として指名して試合を続行することができる。

①登録７名の内、リベロ１名の場合
リベロを正規の選手に指名することができる。

②登録８名の内、リベロ２名の場合
リベロ２名の内、どちらかを正規の選手に指名することができる。
ユニフォームについては、正規の選手に指名されたリベロが、可能な限り正規
の選手と同じユニフォ―ムを着用すること。それが不可能な場合は、リベロが
ビブスを着用すること。

８．その他
①チーム構成は、最大限１２名の選手（リベロを除く）で構成し、リベロを採用
する時は、２名まで登録することができる。

②タイムアウトを要求する時は、ハンドシグナルを明確に示すこと。

③試合の前後は、試合に登録された選手全員がエンドラインに整列し、主審の吹
笛の後、ネット付近で握手する。

④審判割当のある試合の役員（副審・ラインジャッジ４名、点示２名）をチーム
から出すものとする。
大会２日目の役員は、前試合の敗者チームとする。
※大会2日目 １試合目の審判割当に十分ご注意ください。
（ｐ16～ｐ17を参照）、原則、前に表記されているチームが副審・点示

後に表記されているチームがラインジャッジ
以上



【競技委員会】
１．日程
①競技日程（ｐ７）・試合順（ｐ８～ｐ２０）の通り大会運営を行う。

②体育館開門時間・朝のＷ－ｕｐについてについて
第１日目 ８：００開館(開会式のため、ボールを使わないアップのみとする)
※ＲＡＣＴＡＢドーム ２階エントランスより入場。
（１階メインエントランスは９：００から入場可）
※大阪府立体育会館 ９：００ 開館
第２日目 ＲＡＣＴＡＢドーム
８：００（８：２０からは第1試合のチームのみとする）
２階エントランスのみ入場可（１階メインエントランスは８：１０から入場可）
大阪府立体育会館 ８：００（８：２０からは第1試合のチームのみとする）

③試合開始時刻について
《第１日目》ＲＡＣＴＡＢドーム ９：３０

試合開始予定（競技責任者の指示で開始）
大阪府立体育会館 １０：３０
試合開始予定（競技責任者の指示で開始）

※府立体育会館の第１試合のチームと第１試合の審判に当たっているチームは、
体育館到着後すぐに、本部へ連絡してください。

《第２日目》 ＲＡＣＴＡＢドーム ８：３０ 試合開始予定
大阪府立体育会館 ８：３０ 試合開始予定

※競技場所は情報交換会後に配付の資料及びプログラムで確認すること。
※試合の進行状況により、同一会場内でのコート変更をすることがある。

④試合開始時刻は第１試合のみを設定し、第２試合以降については設定していな
いので（追い込み方式で運営）、前の試合終了から５分間の合同練習後、公式練
習は行わずに試合を開始する。
なお、連続試合の場合は、１０分間の休憩（ボールは使用不可とするがコート上
でのＷ－ｕｐは可とする）の後、５分間の合同練習を行って試合を開始する。
合同練習については、ネットを使用してもよいが両チームの安全および隣接コー
トの試合運営に影響を与えないように十分に配慮すること。
両体育館メインコート内にランニング等を行うことができるアップゾーンを設置
いたします。ご利用ください。

２．予選リーグの順位の決定方法
予選リーグの順位の決定方法は、①勝率、②セット率、③ポイント率の順で順位
を決定する。
※２チームが全て同じ場合は、対戦で勝利しているチームとする。
※３チームが全て同じ場合は抽選をする。



３．チーム構成
１チームの構成は、部長・監督・コーチ・マネージャー・トレーナー・ドクター
各１名と選手１８名の計２４名以内とし、選手については、試合ごとに最大限
１４名（リベロを除く正規の競技者は最大限１２名）をエントリーするものとす
るが、学校単独チーム（競技中、コート上の６人の選手が同一学校の選手のみ
となることは認めない）にならないようにすること。

なお、部長（黒）・監督・コーチ・マネージャー・トレーナー（緑）の各章をつ
けること。ドクターがベンチに入る場合は、本大会のＩＤ（赤）をつけること。

日本スポーツ協会有資格者は、試合中、業務に支障のない範囲で指導者登録証を
つけること（青）。

４．チームスタッフの変更
チームスタッフの変更は、代表者会議を持って受付終了とするので、当該チーム
は「スタッフ変更届」用紙にて競技委員会（入り口提出ボックス）に提出するこ
と。変更のないチームも同用紙の『無』に○印をつけ、必ず提出すること。
※新たに加入するチームスタッフは、ヤング連盟に有効に登録されていること。
※有資格者として登録しているスタッフと変更する場合は、同条件を満たしてい
ること。（監督・コーチの内１名以上は日本スポーツ協会有資格者であること）

また、選手に関しては、背番号を含めて変更は認められないので、プログラム記
載上の誤り(事務局の作成ミス：提出した二次申込書と記載内容が違う場合のみ)
がある場合のみ「変更届」用紙にて競技委員会に届けること。

５．エントリー用紙の提出
各試合の「エントリー」用紙は、第１試合は試合開始時刻の２０分前までに、第
２試合以降は前の試合の１セット終了までに審判控室に提出すること。
（本書類提出の遅れが試合遅延の大きな理由となっております）

ライン・アップ・シートは、公式ウォームアップ（合同練習）時に「２ｎｄレフ
ェリー」に提出すること。

６．服装について
①選手は統一したユニフォームであること。※リベロを除く
②チーム役員の服装は、統一されたものを着用すること。ただし、本大会におい
てはＴシャツ等の襟のないものや、短パン、ハーフパンツ、スリッパ等は許可
しない。
③選手のユニフォーム等について、ＪＶＡ公認企業以外のものを着用する場合に
は予めチームで責任をもってロゴマークが露出しないように処理をすること。



７．２日目の組み合わせについて
以下のチームは予選終了後に各会場の本部席前において抽選を行う。
Ｕ１４男子は全チーム
Ｕ１４女子は決勝トーナメント進出チーム（各グループ１位チーム）
※Ｕ１４男子、Ｕ１４女子の決勝トーナメント進出チームは全チームがそろって
抽選を行う。
※Ｕ１４男子２部、３部進出チームは順位決定後すぐに抽選を行う。
（同一地域での対戦になる可能性があります。）

以上
【総務委員会】
１．開会式・閉会式（表彰式）
①開会式：ＲＡＣＴＡＢドームで開催します。
大阪府立体育会館で試合を行う男子チームを含め、全チーム参加下さい。
８：４５頃に放送を入れますので、別紙のとおり１列で整列してください。
（チームの整列をチーム受付とします）
全チームがそろった時点で、９：００以前でも開会式を行います。

②閉会式：試合終了後、なみはやドームで行います。各カテゴリー決勝トーナメ
ント決勝に出場のチーム（合計８チーム）、最優秀選手賞受賞選手・優勝監督
賞受賞監督は必ず参加してください。
その他、プログラムｐ５「表彰対象」チームは、チーム表彰式を行いますので、
試合終了後、全員で本部前に集合して表彰を受けてください。

確認事項：最終試合終了が１７：００を越える場合は、個別に表彰式を行います。
確認事項：両体育館の表彰は、試合中でもアナウンスを行います。

３．記念品・プログラム販売について
両体育館で記念品等の販売を行います。皆様のご利用をお願い申し上げます。
ご購入の際には、おつりのいらないようにご準備下さい。
（ｐ６「大会日程参照」）
２１日（土）販売時間：９：３０頃～１５：００頃
２２日（日）販売時間：９：００頃～１５：００頃

４．本大会協力企業について
（株）ミカサ・（株）モルテン・（株）デサントジャパン(株)・
（株）読売テレビエンタープライズ・（株）日本旅行・大森工業（株）・
（株）フォトクリエイト、にご協力いただき、大会を運営しております。
それぞれ売店・展示・写真撮影・写真販売・広告等を行います。
大会後の写真販売を含め、皆様のご利用・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

５．情報交換会場で、2連盟及び15回以上参加チーム（３チーム）表彰を行います。
対象チーム代表者・連盟代表者は情報交換会にご参加ください。

以上
【事務局】
１．体育館の使用について
①館内(フロアー以外)・館外でのアップは禁止いたします。ボールの使用は絶対
におやめください。（ピロティー、柔・剣道場前等）
館内通路等でのボール使用について、特にご注意ください。

②ゴミ処理について (本大会重要課題)



本大会指定のお弁当（事務局斡旋）以外のごみは、チームで責任を持って持ち帰
ってください。体育館共用部分のゴミ箱、自動販売機のゴミ箱、近隣道路の駅や
店舗のゴミ箱や道 路・駐車場等への投棄は絶対におやめ下さい。

(大阪府立体育会館)
アイシング等で利用した氷をトイレ・洗面台等に投棄しないようにお願いしま
す。※体育館との使用打ち合わせの際、毎年強く注意を受けています。

③ラクタブドームでのメインアリーナとサブアリーナの往来について
保護者・応援の方は、２Ｆメインエントランスから外に出ていただき、
１Ｆメインエントランスから入場し、サブコートへ移動してください。
保護者・応援の皆様への周知をお願い申し上げます。
(メインアリーナに続く階段を利用しないでください。）

④観客席について
体育館との契約上、ラクタブドーム ：中央通路より下をご利用下さい。

大阪府立体育会館：東・西観客席をご利用下さい。
※利用人数が多い場合は、上部を解放することがあります。放送で連絡いたします。
体育館内のコンセントの利用は禁止です。（カメラ・ビデオ・携帯等）

お帰りの際には・・・体育館美化、清掃のご協力をよろしくお願いいたします。

２．重要な連絡事項及び貴重品管理、忘れ物について
予期できない問題や発表した結果の訂正等、重要な事項は大会ＨＰ・ＳＮＳを通
じて連絡します。貴重品の管理については、チームで責任を持ってください。
お帰りの際には、忘れ物のないようにご注意下さい。忘れ物につきましては、
HPに掲載する予定です。大会期間中に必ず取りに来てください。なお、大会終
了後、事務局で数日は保管いたしますが、その後は処分いたします（飲食物等を
除く）。ご理解くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

３．選手の体調管理・安全について 選手の体調管理には十分ご配慮下さい。
【本大会最重要課題】
本大会では、医師・看護師を配置し、万が一の場合は選手・スタッフ（保護者・
役員を含む）安全を守る準備を整える予定です。(本大会最重要課題)
まだ暑い日が続いております。水分補給のご指導をお願いいたします。また、感
染症には十分ご注意ください。高熱等、感染症等の疑いがある場合はすぐに本部
にお届けください。
また、館内フロアー及び施設等につきましても、体育館管理者が責任を持って安
全性を確認しておりますが、床の傷など安全性に関してお気づきの点がございま
したら、直ちに大会役員にご連絡ください。
体育館に到着した際には、チーム（保護者・応援を含む）で非常口の確認
をお願いいたします。

本大会として、大会中の事故等について、医師・看護師による診断・処置及び団
体加入する保険以外、一切責任を負うことができません。ご確認ください。
大会中に事故が起こったら、事務局に必ずご連絡の上、以下にご連絡ください。

株式会社 関西保険センター ：ＴＥＬ：０７２－８３７－２８０１
夜間・休日の事故受付：０１２０－１１９－１１０（東京海上日動安心110番）
（保険加入内容） ①死亡・後遺障害 8,182,000 円

②入院（日額） 3,000 円
③通院（日額） 2,000 円

４．集合写真撮影のお願い
本大会も（株）フォトクリエイトの協力により、チーム写真撮影を行い、ご希望
のチームに「フォトブック」をプレゼントいたします。希望調査を必ずご提出く
ださい。



２１日、午前中にチーム全員で指定の場所(ｐ６０・６１参照）に集合し、チー
ム写真を撮影してください。（試合・審判の間をご利用下さい）
詳しくは、(株）フォトクリエイト担当者（植木）までお問い合わせください。

５．参加証の発行について
参加選手・スタッフに参加証を発行しております。今回、大会に参加できなかっ
た選手・スタッフの証書は本会議終了後、必ずご返却ください。
徹底できない場合は、２３回大会以降の発行を行うことができません。
21回大会から、代表者確認印欄を設けました。当該選手の参加を確認の上、押
印の後お渡しください。
併せて、不参加に伴う不要なIDもご返却ください。

６．バス・自動車等での来館について (本大会重要課題)
「ラクタブドーム」へバスでお越しのチームには既に届け出をいただいており、
許可証を発行しております。体育館との契約上、無断でのお越しは絶対におやめ
ください。
ラクタブドームへ自家用車でお越しの方（保護者等を含む）は、駅前ロータリー、
ドーム前道路等での駐・停車は一切禁止いたします。乗降や荷物の積み卸し作業
等は駐車場で行ってください。ご協力よろしくお願い申し上げます。

「大阪府立体育会館」付近では、通行している車や歩行者の迷惑にならないよう、
乗降してください。代表者会議にご出席でない関係者にもお伝えください。

ラクタブドームでの２日目におけるバス駐車については、1日目の結果次第とな
ります。2日目の駐車料金は、9:00～できるだけ早期に、体育館事務所でお支払
いください。

７．日本スポーツ協会有資格者数／率 審判資格 について（ｐ６４記載事項の確認）

８．開会式で利用したネームプレートは、そのまま試合の点示の際のチーム名として
使用いたします。キャプテン等、チーム代表者にご連絡をお願いいたします。

９．お礼とお願い
各地予選、一次申し込み、二次申し込みと、長期間にわたり各種手続き等におい
て、事務局からの連絡にご対応いただき有難うございました。年々、事務局から
の問い合わせの必要数が激減しております。重ねてお礼申し上げます。また、記
念品の事前販売、大会斡旋宿泊・お弁当 (本大会重要課題）等に多くの皆様に
ご協力いただき、心から感謝申し上げます。
本大会においても「日本一マナーの良い大会」【本大会最重要課題】として今
後も定着していきますよう、参加される皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。

10．その他
何か問題がございましたら、速やかに事務局：橋爪までご連絡ください。
080-2001-1574

会議終了後の提出物：
以下、再度ご確認ください。
１．スタッフ変更届けの提出（全チーム）
２．本大会不参加選手・スタッフの参加証等返却
（不参加の選手・スタッフがいるチーム）
３．(株)フォトクリエイト「フォトブック」プレゼント希望調査（全チーム）

11．選手宣誓選手等抽選
以上


