平成２９年度北海道中学校体育大会
第４７回北海道中学校バレーボール大会開催要項
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北海道中学校体育連盟・北海道教育委員会・稚内市教育委員会・北海道バレーボール協会
宗谷地区中学校体育連盟・稚内地区バレーボール協会
北海道・稚内市・北海道都市教育委員会連絡協議会・北海道町村教育委員会連合会
北海道中学校長会・宗谷校長会・稚内市校長会・(公財)北海道体育協会・(一財)稚内市体育協会
北海道ＰＴＡ連合会・札幌市ＰＴＡ協議会・北海道新聞社
平成２９年７月２８日（金）
，２９日（土）
，３０日（日）
稚内市総合体育館
（稚内市富士見４丁目）
℡ 0162-28-1111
稚内大谷高等学校
（稚内市富岡１丁目１－１）
℡ 0162-32-2660
北海道稚内高等学校
（稚内市栄１丁目４－１）
℡ 0162-33-4154
稚内市立稚内東中学校
（稚内市潮見５丁目１－２９）
℡ 0162-33-7832
稚内市緑体育館
（稚内市緑２丁目４）
℡ 0162-22-1050
稚内市総合体育館・稚内市少年自然の家
受付・監督会議 ・専門委員長会議・コントローラー会議
レフェリークリニック・開会式(14:30)・閉会式(15:00)

第１日＜７／２８(金)＞

8:30 公開練習 12:15 受付 13:15 監督会議 14:30 開会式 15:30 レフェリークリニック

第２日＜７／２９(土)＞

9:00 予選 14:00 決勝トーナメント抽選 14:50 決勝トーナメント１回戦

第３日＜７／３０(日)＞

9:00 準々決勝

７.大会開催区分
８．参加資格

準決勝

決勝

15:00 閉会式

北海道を札幌市及び 14 管内に分けて行う。
(１) 北海道中学校体育連盟に加盟する中学校・中等教育学校・義務教育学校に在籍する生徒で，北海道中学校体育
大会への出場資格を得，当該学校長及び当該地区中体連会長が出場を認めた生徒とする。
(２) 年齢は，平成１４年４月２日以降に生まれた者に限る。
(３) 前項以外の生徒が参加を希望する場合は，平成 29 年 6 月 30 日までに北海道中学校体育連盟に申し出ること。
(４) 北海道中学校体育大会に学校教育法 134 条の各種学校（第 1 条に掲げるもの以外）の参加を認める。但し，詳
細については北海道中学校体育大会開催基準による。
(５) 参加生徒の引率者及び監督・コーチは，校長・教員とする。ただし，コーチについては外部指導者（校長が認
めた者で，北海道中学校体育連盟に登録された者）を認める。
(６) チームは，単一学校の生徒で編成されたものであること。但し，地区中体連会長が認めた合同チームはその限
りでない。
(７) 男女両方の監督登録をすることはできるが，必ず引率者がチームに随行すること。また，マネージャーは，当
該学校の校長・教員又は生徒とする。
(８) 参加者は，開催要項に掲げる個人情報の取り扱いについて了承するものとする。
９．参加チーム数
男女共に札幌市（２）・管内代表（14）・開催地（１）・開催管内（１）の計 18 チーム，合計 36 チームとする。但し，参加チー
ム数が 18 チームに満たないときには，開催地の状況に応じて開催地より１チーム参加することができる。
10．登録人数
監督１名，コーチ１名，マネージャー１名，選手 12 名，合計 15 名以内とする。
11．大会規則 (１) 抽選による３チームのグループ戦で２チームを選出し，決勝トーナメントを行う。但し，参加チーム数が 18
チームに満たない場合は，４チームのグループ戦で３チームを選出し，決勝トーナメントを行う場合がある。
なお，３位決定戦は行わない。
(２) 本大会の要項以外の競技規則は 2017 年度（公財）日本バレーボール協会競技規則による。
(３) コートの広さは，18m×9m ，ネットの高さは，男子 2m30cm ，女子 2m15cm とする。
(４) 使用球は，
（公財）日本バレーボール協会公認 4 号球（モルテン V4M5000 ，ミカサ MVA400）とする。
(５) ユニフォームに個人名を入れることを禁止する。その他は，
（公財）日本中体連バレーボール競技部のユニフ
ォーム規定に準ずる。また，登録選手の番号は 1～18 とする。ただし，やむを得ない場合は，1～ 99 とするが，
可能な限り 1～18 とすること。
（６）今大会は，(公財)日本中学校体育連盟バレーボール競技部における「給水のためのタイムアウト」を採用する。
（７）決勝戦はスリーボールで行い、監督のサイドコーチを認める。
12．組合せ抽選
平成 29 年７月 18 日（火）午後２時より，稚内市立稚内東中学校において，主催者・開催地専門委員長立ち会
いのもと，予選グルーブ戦の公開抽選を行う。
13．参 加 料
1 チーム 30, 000 円とする。
14．表
彰
(１) 入賞は，３位までとする。
(２) １位には，優勝旗を授与する。また、３位までの入賞チームの登録選手全員にメダルを授与する。
(３) 選手はユニフォーム着用。

15 ．参加申込

別紙の申込用紙を地区中体連を通じ，平成 29 年 ７月 11 日（火）15 : 00 迄に下記へ送付すること。
※ 地区大会終了前の地区の学校は，終了後直ちに申し込みをお願いします。
※ 申込用紙は代表決定戦後直ちにＦＡＸし，期日までに郵送して下さい。プログラム用エントリー用紙は，最新
のファイルを電子メールの添付ファイルで送っていただくか，ＣＤ等に入れていただいて郵送して下さい。その
ままプログラムに掲載します。
なお，申し込み時には大会当日まで期日が迫っておりますので，直筆での郵送やＦＡＸはご遠慮ください。ま
た，エントリー用紙は北海道中体連バレーボール専門委員会ホームページから各チームが最新版をダウンロード
して下さい。
北海道中体連バレーボール専門委員会ホームページアドレス

速報ＱＲコード

http://hokkaido-tyuutairen-volleyball.com
申込先
〒097-0002

稚内市潮見５丁目１番２９号
稚内市立稚内東中学校内
第４７回北海道中学校バレーボール大会 稚内市実行委員会
事務局
大内 寿晃
℡ 0162-33-7832
fax 0162-32-1497
E-mail tonchuvice@mocha.ocn.ne.jp

参加料振込
平成２９年７月１１日(火)まで
金融機関名：稚内信用金庫 東支店
店 番 号：００４
口 座 番 号：普通 １１６８２８０
口 座 名：全道中体連大会会計 会長 本間 一臣(ｾﾞﾝﾄﾞｳﾁｭｳﾀｲﾚﾝﾀｲｶｲｶｲｹｲ ｶｲﾁｮｳ ﾎﾝﾏｶｽﾞｵﾐ)
16．宿
泊
指定宿泊とする。開催地の指定された宿泊地に「北都観光株式会社」を通して必ず宿泊すること。詳しくは
別紙宿泊要項による。
17．全国大会
本大会の優勝・準優勝チームは，北海道を代表して全国大会への出場が認められる。全国大会へ参加する際、
宿泊について宿泊要項において実行委員会より指定されている場合は，指定された宿舎を必ず利用すること。
期 日 ： 平成２９年８月２２日(火)～２５日(金)
開催地 ： 宮崎県 宮崎市・都城市
18．個人情報の取り扱い
(１) 大会参加者の氏名・所属・学年はプログラム，掲示版，ホームページ及び記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲
載するため利用する。
(２) 選手の大会成績は，ホームページ及び記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用する。
(３) 選手の写真は，記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用する。
(４) 選手の生年月日は，年齢を確認するために利用する。
(５) 引率者または監督の連絡先は，大会運営のため，緊急を要する場合に使用する。
(６) 身長・垂直跳びはプログラムへ掲載するためと選手の強化・育成のために利用する。
19．そ の 他
(１) 平成２９年７月２８日(金)の会議日程等
会場：稚内市総合体育館・稚内市少年自然の家
公開練習
８：３０～１２：００
稚内市総合体育館 他
専門委員長会議
１０：００～１１：３０
稚内市少年自然の家 プレイルーム
審判部コントローラー会議
１０：００～１１：３０
稚内市総合体育館 会議室
受付（役員・チーム） １２：１５～１３：００
稚内市総合体育館 ロビー
監督会議
１３：１５～１４：００
稚内市少年自然の家 プレイルーム
開会式
１４：３０～１５：１５
稚内市総合体育館 アリーナ
レフェリークリニック １５：３０～１６：３０
稚内市総合体育館 アリーナ
※公開練習に参加できるのは，登録メンバーおよび登録外選手とする。また，公式練習前の合同練習も同様とする。
(２) 決勝トーナメント組み合わせ抽選には、監督、主将が参加することとする。
男子：稚内市立稚内東中学校 備蓄庫（１階）
女子：稚内市少年自然の家プレイルーム
(３) 各地区中体連事務局は，地区大会開催要項を２部，事前に本大会事務局へ送付して下さい。
(４) 監督会議は，ベンチに座るときと同様に，節度ある服装（短パン，サンダル履きは禁止）で参加して下さい。
なお，外部指導者（コーチ）の方の参加はできません。
(５) 大会会場の駐車場は台数が非常に限られているため，選手及び役員・審判等の優先とさせていただきますの
で，ご理解の上，公共交通機関等をご利用下さい。なお，応援に来られる保護者等の皆様への周知徹底をよろ
しくお願いします。
(６) 大会の試合結果（速報）は，なるべくリアルタイムでホームページへ掲載します。

