
第４１回 全日本バレーボール小学生大会 
広島県大会開催要項 

  
主  催   公益財団法人日本バレーボール協会／日本小学生バレーボール連盟/読売新聞社 
主  管   一般財団法人広島県バレーボール協会／広島県小学生バレーボール連盟 
      全日本バレーボール小学生大会広島県大会実行委員会 
後  援   公益財団法人日本スポーツ協会日本スポーツ少年団／報知新聞社 
      公益財団法人広島県スポーツ協会広島県スポーツ少年団 

広島県／広島市／広島市教育委員会  
協  賛   デサントジャパン株式会社／ゼビオグループ／三井住友信託銀行株式会社  
オフィシャルボール       株式会社ミカサ/株式会社モルテン  
 
１ 大会の趣旨 
(1) 教育的な配慮のもとに，バレーボールを通じて県内の児童の親睦と交流を図る｡ 
(2) バレーボールによって小学生の体位向上と体力養成につとめ，心身ともに健全な体力づくり

をする｡ 
(3) 低年層からバレーボールの基本技術を正確に習得させ，楽しいゲームができるように指導す

る｡ 
    
２ 開催期日及び会場      
 令和 3年 7月 17日(土)・18日(日)  みよし公園カルチャーセンター 

女子の部(1，2回戦) ※開会式は行わない 

◆7月 17日(土) 
   ◇午前の部(トーナメント表左半分) 8時 30分開館・受付  

9時 00分監督会議 終了次第試合開始 
    ◇午後の部(トーナメント表右半分)13時 00分受付  

13時 30分監督会議 終了次第試合開始 
  男子の部(1，2回戦) ※開会式は行わない 

◆7月 18日(日) 
   ◇午前の部(トーナメント表左半分) 8時 30分開館・受付  

9時 00分監督会議 終了次第試合開始 
    ◇午後の部(トーナメント表右半分)13時 00分受付  

13時 30分監督会議 終了次第試合開始 
  混合の部(1，2回戦) ※開会式は行わない 

◆7月 17日(土) 
 ◇(トーナメント表左半分)         8時 30分開館・受付  

9時 00分監督会議 終了次第試合開始 
◆7月 18日(日)  

   ◇(トーナメント表右半分)         8時 30分開館・受付  
9時 00分監督会議 終了次第試合開始        
 

令和 3年 8月 1日(日)  安佐北区スポーツセンター 
女子の部(準決・決勝) ※閉会式は行わない              

8時 30分開館・受付  
9時 00分監督会議 終了次第試合開始  

  男子の部(準決・決勝) ※閉会式は行わない          
8時 30分開館・受付  
9時 00分監督会議 終了次第試合開始   

混合の部(決勝) ※閉会式は行わない                   
13時 30分受付     
13時 50分監督会議 終了次第試合開始  

           
３ 参加資格 

(1) 2021年 4月 1日に 12歳未満の者で，同年，5月 1日現在，国，公，私立の小学校および各 
種学校に在学していること｡ 



  (2) 公益財団法人日本バレーボール協会加盟団体登録規定に基づき，2021年 4月 1日以降，広
島県大会参加申込書締切日までに，公益財団法人日本バレーボール協会－ＭＲＳの登録を済
ませていること。なお，県スポーツ少年団に加盟しているチームも，同様の手続きを済ませ
ること｡ 
※ただし，県大会中，他チームに登録し，その後移籍した者についてはこれを認めることは 
 できない。 

 (3) 「全日本バレーボール小学生大会広島県大会における新型コロナウィルス感染予防対策に
ついて(別紙)」に同意すること。 

                 
４ 競技規則 
     2021年度公益財団法人日本バレーボール協会の定める 6人制競技規則による｡ただし，別に

定める小学生バレーボール競技規則を採用する。 
                 
５ 競技方法 
     トーナメント方式，全試合 3セットマッチで行う｡（コートチェンジはしない。） 
                 
６ チーム編成  
(1) 全ての大会(ブロック・地区大会含)において，チームは監督 1名，コーチ 1名，マネージャ

ー1名，選手 12名以内とする｡いずれも 2チームを兼任することはできない。 
(2) 県大会に出場するチームは，監督，コーチ，マネージャーは二重登録とならない限り変更で

きるが，選手については，ブロック・地区大会等と同じでなければならない。選手は，病気や
怪我など特別な事情がない限り，交代はできない。ただし，ブロック・地区大会等に 11名以
内で出場した場合は，12名に満たない人数のみ補充することができる。(特別な交代，補充は
同一団体に登録されている選手に限る。) 

 
(3) 監督は成人であること。又，ベンチスタッフの 1名以上は公益財団法人日本バレーボール協

会／日本小学生バレーボール連盟共催の全国小学生バレーボール指導者 2次講習受講者か，公
益財団法人日本スポーツ協会認定のスタートコーチ(バレーボール)以上(コーチ１・コーチ 2・
コーチ 3・コーチ 4)のいずれかの資格を持っている者が必ず 1名入っていなければならない。
又，試合時にはそれらを証明する証明書等を胸にさげていなければならない。なお，令和 2年
度日本スポーツ協会認定の専門科目受講修了証を持っている者は，必ず大会当日に持参するこ
と。 

 
(4) ベンチスタッフは，ＪＶＡ-ＭＲＳに登録され，且つ，宣誓書を提出した者に限る。(ＭＲＳ

に役員登録している方もチームスタッフとして登録が必要。) 監督，コーチ，マネージャーの
服装は短パン，Ｔシャツは不可とし，監督，コーチ，マネージャー章を各チーム側で用意し，
必ず左胸に付けること。 
ただし，小学生がベンチスタッフとして入る場合，短パン，Ｔシャツを認める。Ｔシャツの

色は他のベンチスタッフと違ってもよい。 
 
(5) 成人のベンチスタッフは，日常子どもたちの健全育成を目指して指導に当たっている広島県

実行委員会が認めた者であること。体罰，暴力，暴言，セクシャルハラスメント等，子どもを
指導するものとして不適切な行為を行っている者の出場は認めない。 

 
７ 審判員 
     公益財団法人日本バレーボール協会並びに広島県バレーボール協会公認審判員とする｡ 

チームは帯同審判員を用意すること｡ 
 
８ 使用球 

公益財団法人日本バレーボール協会が公認する人工皮革 4号軽量球カラーボール「男子・混
合がモルテンボール(Ⅴ4Ｍ5000‐Ｌ)／女子がミカサボール(Ｖ400Ｗ‐Ｌ)(円周 62～64㎝重量
200～220ｇ)」を使用する。※ボールの空気圧については 6人制競技規則による。 

 
９ 競技服装 
     選手の背番号は１～99とするが，1～12が望ましい。 



ユニフォームの背番号等の色は，ルールに則って地の色と対照的な色を使用し誰もが見え易い
ものにすること。混合チームのユニフォームは，男女で違うユニフォームを着用し，番号が重
ならないようにする。しかし，違うユニフォームが用意できない場合は，同一ユニフォームで
も構わないが，男子・女子のいずれかが指定された識別用バンドを腕か足首に付けるか，ソッ
クスの長さや色，ハチマキなどで区別できるようにすること。 
 

10 中国大会（予定）への推薦 
 (1) 中国大会へ参加できるチームは，県大会の結果，一般財団法人広島県バレーボール協会会

長が推薦する男子・女子・混合各優勝１チーム・準優勝 1チームの予定。 
８月７日(土)・８日(日) 山口県 

   ※今年度、全国大会は中止。 
 
11 申込方法  
     大会参加申込書・要項・帯同審判届・大会参加者名簿・コロナ関係の提出書類は，広島県小

学生バレーボール連盟ホームページよりダウンロード後，プリントアウトして書類を作成する
こと。地区責任者がまとめるか，各チームから下記宛に申し込むこと。 
※今年度からメールでの申し込みも可能となりました。 

【郵 送】〒731-0103 広島市安佐南区緑井四丁目 31－1  広島市立緑井小学校 樋口 真之 

【メール】メールアドレス：masa_0079_0801@yahoo.co.jp 

 

12 参加費 
   １チーム 5,000円とする。7月 11日(日)の代表者会議・抽選会で納入すること。 
 
13 申込締切日 
      令和 3年 7月 6日(火)必着のこと｡ ※地区によっては，予選が終了次第送ること。 
 
14 代表者会議・抽選会 
     日 時  令和 3年 7月 11日(日)     
     会 場  県立総合体育館 中会議室 10時 00分から   
              ※ チームの代表者は１名で出席すること。      
 
15 新型コロナウィルス感染予防対策 
  「全日本バレーボール小学生大会広島県大会における新型コロナウィルス感染予防対策につい

て(お願い)」(別紙)に準じて運営を行う。「受付時刻及びチーム一覧」(別紙)，「館内案内図
及び会場図」(別紙)も参照のこと。 

 
16 その他 
(1) 監督，コーチ，マネージャー章は，各チームで用意すること｡選手は必ずスポーツ傷害保険

に加入しておくこと｡(応急処置は行うがそれ以上の責は負わない) 
  (2) 選手の健康については，指導者・保護者が十分注意をして出場させること。 
(3) 大会参加者名簿は，広島県小学生バレーボール連盟ＨＰよりダウンロードして作成するこ
と。  

 
 

   
問い合わせ 

   7/17(土)・18(日)の運営に関すること   8/1(日)の運営，申込みに関すること 

   小田基治  090-8242-2906            樋口真之  090-4894-4304 

 

申込書類(不備のないよう確認の上送付すること ) 
①参加申込書 
②公益財団法人日本バレーボール協会個人登録 (ＪＶＡ－ＭＲＳ)の一覧 
③帯同審判届 

mailto:masa_0079_0801@yahoo.co.jp


(補足)広島県大会登録について 
 
１ 選手について 

各地区大会から県大会へ，選手の入れ替えはできない。ただし，病気・怪我など特別の
事情に限り，次の条件を満たしていれば，選手の入れ替えが可能である。 

 
地区大会に参加登録し，敗退した同一団体内の選手であること。 
(例)Ａチーム県大会参加，Ａチームと同一団体のＢチーム地区大会敗退。 

 
補充のみについては，地区大会に１１名以内で出場した場合，上記の条件を満たしてい

れば，12名を超えない範囲で可能である。 
 

・地区大会終了   → 県大会申し込み(変更・補充届は必要ない) 
・県大会申し込み後 → 試合当日(変更・補充届が必要) 

 
※ 変更とは，選手の入れ替えと背番号の変更をいう。 
※ 選手入れ替えの事態が生じた場合は，事務局に連絡すること。 

 
２ 監督・コーチ・マネージャーについて 

地区大会から県大会へ，変更・補充を認める。ただし，県大会において 2チーム以上を兼任
することはできない。広島県大会では，7月 17日・18日と 8月 1日の日程であるが，1つの大
会であるため, 
7月 17日・18日に敗退したチームから 8月 1日に出場するチームへの変更は認められない。 

 
・7月 17日・18日に変更・補充したスタッフは県大会終了(8月 1日)まで有効とな
る。 
・8月 1 日のみ変更・補充がある場合は，8月 1日当日に受け付ける。 
・地区大会終了   → 県大会申し込み(変更・補充届は必要ない) 
・県大会申し込み後 → 試合当日(変更・補充届が必要) 

 
※ 変更・補充届は監督会議終了後，該当チームの第１試合開始までに必ず提出する。 
※ 監督・コーチ・マネージャーのうち 1名以上は成人であり，かつ全国指導者 2次講習会受

講証またはスポーツ協会認定の登録証を所持していなければならない。ただし，受講見込
みの者は認めない。また，ベンチスタッフ全員が広島県小学生バレーボール連盟に宣誓書
を提出していることとする。 

※ 令和２年度スポーツ協会認定の専門科目受講修了証を持っている者は，必ず当日持参する
こと。 

 


