
 

９人制クラブ男子－1 

平成２０年度平成２０年度平成２０年度平成２０年度 

全日本９人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会要項全日本９人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会要項全日本９人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会要項全日本９人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会要項 

                                            （２８ｔｈ（２８ｔｈ（２８ｔｈ（２８ｔｈ    デサントジャパンクラブカップ）デサントジャパンクラブカップ）デサントジャパンクラブカップ）デサントジャパンクラブカップ）     

主 催   （財）日本バレーボール協会 

日本クラブバレーボール連盟 

毎  日  新  聞  社  

後 援   スポーツニッポン新聞社  

 福井県 福井県教育委員会 （財）福井県体育協会 

福井市 福井市教育委員会 福井市体育協会  

協 賛   株式会社デサント 

ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ ㈱ミカサ 

主 管   福井県バレーボール協会 

１１１１    開 催 期開 催 期開 催 期開 催 期 間間間間  平成２０年８月７日（木）から１０日（日）まで 

２２２２    会会会会            場場場場  福井県営体育館   〒918-8027 福井市福町 3-20   TEL 0776-34-0960 

           福井市体育館    〒900-0003 福井市松本 4-10-1  TEL 0776-20-5393 

福井市西体育館   〒918-8067 福井市飯塚町 10-8  TEL 0776-33-1414 

福井市南体育館   〒918-8132 福井市下莇生田町 33-1 TEL 0776-41-4420 

福井市北体育館   〒910-0124 福井市天池町 5-65  TEL 0776- 56-3771 

３３３３    参 加 資参 加 資参 加 資参 加 資 格格格格  平成２０年度（財）日本バレーボール協会登録規程により「クラブ男子」として有効に登録さ

れた選手で構成され、下記に該当するチームとする。 

（１）前年度優勝チーム 大分選抜（大分県） 

（２）都道府県代表として推薦されたチーム。但し、次の都道府県は下記の代表数とし、その他

は１代表とする。 

            ２代表：茨城・栃木・群馬・埼玉・神奈川・新潟・愛知・兵庫・岡山・広島・福岡 

長崎・大分・鹿児島・沖縄 

                 ３代表：大阪 

（３）開催地（福井県）は上記（２）の他に１チームを加える。 

 ＜注意事項＞ 

（１）同一チームから６人制・９人制両方に出場できる。 

         （２）当年度クラブを除くそれぞれの加盟団体から全国大会（Ｖプレミア，Ｖチャレンジリー

グを含む）に出場している選手は出場できない。 

（３）前項（１）（２）は都道府県予選にも適用する。 

         （４）不参加都道府県が出た場合、ＪＶＡ国内競技委員会が補充することがある。 

４４４４    競 技 規競 技 規競 技 規競 技 規 則則則則  平成２０年度（財）日本バレーボール協会９人制競技規則による。 

５５５５    競 技 方競 技 方競 技 方競 技 方 法法法法  グループ戦ののち、決勝トーナメント戦とする。グループ戦において１勝したチームをトーナ

メント戦に出場させる。全て３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。 

     競技日程  ８月 ７日（木） 代表者会議・開会式 

                 ８月 ８日（金） 予選グループ戦・決勝トーナメント抽選会 

                 ８月 ９日（土）  決勝トーナメント（１，２，３回戦） 

                 ８月１０日（日） 決勝トーナメント（準々決勝、準決勝、決勝戦）・閉会式 

６６６６    大会使用球大会使用球大会使用球大会使用球        本大会はミカサ製カラーボール（人工皮革）を使用する。 

７７７７    チーム構成チーム構成チーム構成チーム構成        １チームは監督・コーチ・マネージャー各１名、選手１２名、計１５名以内とする。但し、選

手は１８名まで申し込むことができる。そして、試合毎に１２名をエントリーすることができ

る。なお、選手の変更は競技者番号の変更を含め一切認めない選手の変更は競技者番号の変更を含め一切認めない選手の変更は競技者番号の変更を含め一切認めない選手の変更は競技者番号の変更を含め一切認めないので記入時に十分注意すること。 

監督・コーチ・マネージャーのうち１名以上は、(財)日本体育協会公認スポーツ指導者制度に基

づく、公認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公認バレーボールコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公公公公

認バレーボール上級指導員認バレーボール上級指導員認バレーボール上級指導員認バレーボール上級指導員のいずれかの資格を有する者であること。 

８８８８    出場手続き出場手続き出場手続き出場手続き  参加申込書、ＦＤを作成し、締切期日までに必要書類を添えて、下記へ申し込むこと。 

また、ＭＲＳにより出力された「選手一覧」に協会長印を押印したものを同封のこと。 

※参加申込書の作成及び申し込み方法については、別紙『大会参加申し込みについて』を参照のこと 

      【申込先】【申込先】【申込先】【申込先】    〒９１０－３６３６〒９１０－３６３６〒９１０－３６３６〒９１０－３６３６    福井県福井市福井県福井市福井県福井市福井県福井市山内町山内町山内町山内町１７－１３－２１７－１３－２１７－１３－２１７－１３－２ 

           福井県バレーボール協会福井県バレーボール協会福井県バレーボール協会福井県バレーボール協会    事務局事務局事務局事務局                廣廣廣廣    部部部部        嘉嘉嘉嘉    寛寛寛寛    宛宛宛宛 



 

９人制クラブ男子－2 

 《添付書類》(1)参加申込書   (2)送付用ＦＤ   (3)「選手一覧」に押印したもの  

(4)参加料振り込みの領収書の写し  (5)宿泊調査書 

※宿泊申込書は㈱日本旅行TiS福井支店に直接申し込むこと 

９９９９    参参参参    加加加加    料料料料  ２０，０００円２０，０００円２０，０００円２０，０００円（１チーム） 

【振込先】    ※必ずチーム名で、振り込むこと。 

  振込口座   福井銀行  福井市役所支店  普通  １０８７６３９ 

  口座名義   クラブカップ福井大会事務局 廣部嘉寛(ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾌｸｲﾀｲｶｲｼﾞﾑｷｮｸ ﾋﾛﾍﾞﾖｼﾋﾛ) 

10101010    締 切 期締 切 期締 切 期締 切 期 日日日日    平成２０年７月９日（水）必着のこと。平成２０年７月９日（水）必着のこと。平成２０年７月９日（水）必着のこと。平成２０年７月９日（水）必着のこと。 

（期日に遅れた場合はいかなる理由でも受け付けない。） 

11111111    代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議  各チーム必ず１名参加のこと。 

       （１）日時  平成２０年８月７日（木）平成２０年８月７日（木）平成２０年８月７日（木）平成２０年８月７日（木）    １５時から１５時から１５時から１５時から 

（２）会場  福井県営体育館福井県営体育館福井県営体育館福井県営体育館    研修研修研修研修室室室室 

12121212    抽抽抽抽    選選選選    会会会会  シードチームの決定はＪＶＡ国内競技委員会が競技要項により決定する。 

（１）グループ戦の組合せ抽選はＪＶＡ国内競技委員会が主管協会と下記で行い、結果を関係者と

関係機関に連絡する。（出場チームの立ち会いは可） 

                日 時  平成２０年７月１３日（日）平成２０年７月１３日（日）平成２０年７月１３日（日）平成２０年７月１３日（日）    １４時から１４時から１４時から１４時から 

                会 場  福井市きらら館福井市きらら館福井市きらら館福井市きらら館    会議室会議室会議室会議室    （福井市風巻町 20-17 ℡ 0776-98-3700） 

（２）決勝トーナメント戦の組合せ抽選は第２日目 ８月８日（金）のグループ戦の全試合終了後

の１８時３０分予定で福井県営体育館研修室福井県営体育館研修室福井県営体育館研修室福井県営体育館研修室にて行う。 

13131313    開・閉会式開・閉会式開・閉会式開・閉会式  開会式  平成２０年８月７日（木）１７時より  福井県営体育館で行う。 

                      各チームは全員、統一された服装で参加のこと。 

           閉会式  平成１９年８月１０日（日）決勝戦終了後、福井県営体育館にて行う。 

                     優勝・準優勝チームは必ず出席すること。 

                     第三位チームの表彰は準決勝終了後、コート表彰とする。 

14141414    そそそそ    のののの    他他他他    

（１）監督・コーチ・マネージャーは規定のマークを左胸部に付けること。 

（２）チーム役員の服装はプレーヤーと違うトレーニングウェアを着用する場合、統一されたものを着用

すること。（ランニングシャツ・短パンは不可） 

（３）大会申込書作成については別紙『大会参加申し込みについて』を参照のこと。 

（４）大会申込書のチーム名とユニフォームのチーム名は協会に登録したチーム名、又は略称名であるこ

と。 

（５）宿泊の斡旋を希望するチームは、宿泊申込書に必要事項を記入して㈱日本旅行 TiS 福井支店に申し

込むこと。（なるべく、上記の旅行社をご利用くださいますようお願いします。） 

なお、宿泊の斡旋を希望しないチームも「宿泊調査書」に大会期間中の宿泊先（宿舎名･所在地･電

話番号･到着日時）を記載して、申込書に同封すること。 

（６）練習コートは設けない。 

（７）大会参加者は事前に健康診断を受けること。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、十分留意すること。尚、競技中の負傷についての応急処置は行うが以後の責任は

負わない。 

（８）本大会の優勝チームは平成２０年度全日本９人制バレーボール総合男子選手権大会に推薦される。 

（９）大会案内所は特に設けない。 

（10）福井県営体育館以外の施設には空調設備がありません。 

（11）大会期間中の本部宿舎を下記に置く。 

    「福井パレスホテル」 〒910-0023 福井市順化 1-5-18  TEL 0776-23-3800 FAX 0776-23-3974 

（12）本大会についての問い合わせ先 

    福井県バレーボール協会 

理事長 戸田 光紀 （携 帯） TEL      090-2122-9051 

      （自 宅）TEL&FAX  0776-98-2091 

      （勤務先） TEL      0776-98-3650 (県立清水養護学校) 

事務局 廣部 嘉寛 （携 帯） TEL      090-1633-1145 

      （自 宅）TEL&FAX   0776-98-3145 


