
平成２８年度北海道中学校体育大会 

第４６回北海道中学校バレーボール大会開催要項 

１．主  催   北海道中学校体育連盟・北海道教育委員会・苫小牧市教育委員会・北海道バレーボール協会 

２．主  管   東胆振中学校体育連盟・苫小牧市中学校体育連盟・苫小牧バレーボール協会 

３．後  援   北海道・苫小牧市・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・苫小牧市校長会・（公財）北海道体育協会・（公財）苫小牧市体育協会 

         北海道ＰＴＡ連合会・札幌市ＰＴＡ協議会・北海道新聞社 

４．会  期   平成２８年７月２９日（金），７月３０日（土），７月３１日（日） 

５．会  場   苫小牧市総合体育館   （苫小牧市末広町３丁目２番１６号）   ℡ 0144-34-7715 

         苫小牧市立明倫中学校体育館 （苫小牧市日新町３丁目５番１３号）   ℡ 0144-74-2146 

         苫小牧市立啓明中学校体育館 （苫小牧市はまなす町２丁目２番２号） ℡ 0144-67-3115 

         苫小牧市立緑陵中学校体育館 （苫小牧市のぞみ町３丁目１０番１号） ℡ 0144-61-2727 

         苫小牧市立拓勇小学校体育館 （苫小牧市拓勇東町４丁目８番１号） ℡ 0144-57-2800 

         苫小牧市立青翔中学校体育館 （苫小牧市拓勇東町６丁目１５番地）   ℡ 0144-51-2151 

         苫小牧市総合体育館   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・閉会式 

６．日  程    

第１日＜７／２９（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＜７／３０（土）＞  9:00予選ブロック 14:00決勝トーナメント組み合わせ抽選会 14:50決勝トーナメント１回戦 

第３日＜７／３１（日）＞  9:00準々決勝  準決勝  決勝  15:00閉会式 

７．大会開催区分   北海道を札幌市及び 14管内に分けて行う。 

８．参加資格   （１） 北海道中学校体育連盟に加盟する中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１３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２８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。但し、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

の限りではない。 

         （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 2016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。但し、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。 

12．組合せ抽選    平成 28年 7月 19日（火）午後２時より、苫小牧市立苫小牧東中学校において、主催者・開催地専門委員長立ち

会いのもと、予選グループ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。 

         （３） 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。 

15．参加申込    別紙の申込用紙を地区中体連を通じ、平成 28年 7月 12日(火)15:00まで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致します。 

        ※ 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、大会当日までの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。 

         （最終エントリー用紙もあります。） 

        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 

 

 

 

        申込先 

 

 

 

 

 

 

        参加料送金   平成 28年 7月 12日（火）まで 

 

 

 

 

 

 

16．宿  泊    指定宿泊とする。開催地の指定された宿泊地に「名鉄観光サービス株式会社苫小牧支店」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権が認められる。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 28年 8月 19日（金）～22日（月） 

         開催地 ： 富山県 魚津市、黒部市、入善町 

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、掲示板、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） 引率者又は監督の連絡先は、大会運営のためと選手の強化・育成のために利用する。 

         （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 28年 7月 29日（金）の会議日程等  会場：苫小牧市総合体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※公開練習に参加できるのは、登録メンバー及び登録外メンバーとする。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せ抽選の会場 

             男子：苫小牧市総合体育館  第 1練習室    女子：苫小牧市明倫中学校  １F多目的室 

         （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）で参加してくだ

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

よろしくお願い致します。 

         （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に掲載します。 

http://hokkaido-tyuutairen-volleyball.com 

〒053-0018  苫小牧市旭町 1丁目 7番 10号  苫小牧市立苫小牧東中学校内 

 第 46回北海道中学校バレーボール大会 実行委員会 

    事務局   寺 島  一 樹 

    ℡ 0144-32-5231   Fax 0144-32-5232 

    E-mail tomakomai.2016zendovolley@gmail.com 

     

金融機関名  苫小牧信用金庫  中野 支店 

口座番号   （普通）１５０１５３９ 

受取人名義  平成２８年度北海道中学校体育大会 

バレーボール大会苫小牧市実行委員会   

代表  大 山  公 敏 

公開練習           ８：３０～１２：００    苫小牧市総合体育館 他 

                              

専門委員長会議       １０：００～１１：３０    苫小牧市総合体育館 第２武道場 

審判部コントローラー会議      １０：００～１１：３０    苫小牧市総合体育館 会議室 

受付（役員・チーム）      １２：１５～１３：００    苫小牧市総合体育館 ロビー 

監 督 会 議       １３：１５～１４：００    苫小牧市総合体育館 第２武道場 

開  会  式       １４：３０～１５：１５    苫小牧市総合体育館 アリーナ 

レフェリークリニック      １５：３０～１６：３０    苫小牧市総合体育館 アリーナ 


