JＯＣジュニアオリンピックカップ

第35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 開催要項
主
主
後

催
管
援

公益財団法人日本バレーボール協会・読売新聞社・報知新聞社
第３５回全国都道府県対抗中学バレーボール大会実行委員会
スポーツ庁・公益財団法人日本オリンピック委員会・公益財団法人日本中学校体育連盟
大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・大阪市教育委員会・読売テレビ
ｵﾌｨｼｬﾙｻﾌﾟﾗｲﾔｰ アシックスジャパン(株)
ｵ ﾌｨ ｼｬ ﾙﾎ ﾞｰ ﾙ (株)ミカサ・(株)モルテン
協
力
東武トップツアーズ(株)
目
的
スポーツを通し、オリンピズムを体現する人間力あふれる若者を育成するとともに、この大
会を通じて将来のオリンピック選手の発掘とする。
大 会趣 旨
中学生バレーボールのレベルアップを図り、各チームとの交流を通して友情を深め
フェアプレイ精神の高揚をめざし、中学生指導者の研修の場とする。
開 催期 日
令和３年１２月２５日（土）～２８日（火）の４日間
会
場
丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
（男子グループ戦・男子決勝トーナメント１～２回戦・準決勝戦・決勝戦・
表彰式） 大阪市港区田中3-1-40
℡06-6576-0800
おおきにアリーナ舞洲(舞洲アリーナ)
（女子グループ戦）大阪市此花区北港緑地2-2-15
℡06-6460-1811
パナソニック アリーナ
(男子グループ戦）大阪府枚方市菊丘南町2-10℡072-843-1028
大阪市立港スポーツセンター （女子グループ戦）大阪市港区田中3-1-128 ℡06-6576-4081
※今大会は感染対策重視のため無観客で開催する。
選手１２・スタッフ３名・チーム関係者[１５名以内(予定)]のみの入館とする。
(チーム関係者…各チームより事前に事務局に申請した15名。一般の方の入館はできません)
参 加資 格
(1) 各都道府県の中学校に在籍する生徒で、同一都道府県内で選抜されたチームであり、
各都道府県バレーボール協会長から推薦されたチームであること。
(2) 公益財団法人日本バレーボール協会（中体連・ヤング連・Ｕ１４等）に登録されている
選手であること。
(3) １・２年生でも全日本中学強化合宿参加選手は、原則としてチーム選手に含めること。
(4) 令和３年９月８日（水）《申込締切日》現在で満１６歳以下の者であること。
競 技規 則
2021年度公益財団法人日本バレーボール協会６人制競技規則に準ずる。
但し、 (1) ネットの高さは、男子2.43m、女子2.24mとする。
(2) 長身選手を常時２名以上出場させること。
(3) リベロは１名以内とする。（試合ごとに登録する）
(4) グループ戦において登録選手を全員最低１回以上出場させること。
競 技方 法
(1) グループ戦の各組の１位が決勝トーナメント戦に出場する。
(2) 試合は３セットマッチとし、３位決定戦は行わない。
(3) ２５点ラリーポイント制とする。ただし、グループ戦及び男女決勝トーナメント戦
１～２回戦の第３セットは１５点制とする。
競 技日 程
第１日
１２月２５日（土）代表者会議
第２日
１２月２６日（日）男子・女子グループ戦
第３日
１２月２７日（月）男子・女子決勝トーナメント１～２回戦
第４日
１２月２８日（火）男子・女子 準決勝・決勝戦・表彰式
使 用球
公益財団法人日本バレーボール協会検定５号球（カラーボール）を使用する。
（※男子がモルテン(V5M5000)、女子がミカサ(V300W)のカラーボールを使用する。）
申 込方 法
所定の用紙に必要事項を記載し、締め切り期日までに大会事務局へ申し込むこと。
大会参加費
選手１人につき3,000円を大会実行委員会に納入すること。納入方法は銀行振込とする。
納入期日は１０月３１日(日)。振込口座番号は大会公式ホームページに掲載する。
今大会では、大会中止やチーム棄権の場合であっても返金はしない。
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チ ーム

申込締め切り
組合せ抽選会
代表者会議
開・閉会式
そ の 他

(1) 都道府県代表男女各４７チーム。開催地代表（大阪）男女１チーム｡
男子４８チーム、女子４８チーム、合計９６チーム。
(2) チームは、監督１、コーチ１、マネージャー１、選手１２の計１５名以内とする。
(3) チームの構成は、男子１８０㎝、女子１７０㎝、以上の長身選手を各々３名以上とする。
(4) １校(１チーム）３名以内とする。
ただし、同一校で長身選手が４名の場合は除く。（４名とも長身選手のとき）
(5) 選手変更については所定の用紙にて各都道府県協会が確認し、提出すること。
変更可能期限は令和３年１１月３０日（火）とする。（事前に事務局に連絡のこと）
(6) 監督、コーチ、マネージャーは当該都道府県バレーボール協会の指導担当者が当たること
とし引率者としての責任を負う。
（但し、この担当者は中学校教員であることが望ましい）
(7) 監督・コーチ、マネージャーのうち１名は、日本協会公認コーチ・上級コーチまたは
日本スポーツ協会コーチ１・コーチ２・コーチ３・コーチ４の有資格者であること。
（受講中は不可）
令和３年 ９月 ８日（水）必着のこと。
令和３年１１月２３日（火）１４時～ 読売新聞大阪本社 ５階Ｇ会議室
主催者による公開の代理抽選とする。
令和３年１２月２５日（土）１５時３０分～ 丸善インテックアリーナ大阪会議室
開会式は、実施しない。
閉会式は、実施せず表彰式を実施する。
(1) 表彰式は、決勝戦終了後に行うので、２位までのチームはユニフォームで参加すること。
３位チームの表彰はコート表彰とする。
(2) 申込チーム名は、各都道府県名を使用すること。
(3) チームの本大会に要する開催地までの旅費は、大会本部（東武トップツアーズ）を利用した場合に
限り次の要領によって主催者側が負担する。
チーム構成員のうち、監督１、コーチ１、選手１２の計１４名の旅費の半額（往路分）を
主催者が負担する。
また、一人分の復路旅費で、20,000円を超えた分を補助する。（JR利用分）
（ただし、近畿ブロックのチームへの補助はなしとする）
(4) チームの宿泊費については、チーム負担とする。
大会本部（東武トップツアーズ）を通じた場合、チーム構成員に対し補助金をつけて斡旋する。
(5) チームの役員、選手は大会前に健康診断を受けること。大会期間中に選手が負傷した場合
応急手当はするが、それ以外の責任を負わない。
(6) 本大会参加の役員、選手全員を対象として､主催者がスポーツ傷害保険に加入する。
(7) 輸送・宿泊については、大会実行委員会が定めた大会規定に従うこと。
(8) 個人情報の取り扱いについて、大会主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、(公
財)日本バレーボール協会個人情報保護方針に基づき、取得する個人情報について適正に
取り扱う。また、取得した個人情報は、競技大会の資格審査・報道発表等、その他、競技
運営上及び競技に必要な連絡に利用する。大会に参加する各選手はこれに同意する。
(9) 本大会についての問い合わせは、大会実行委員会事務局長まで。
大会実行委員会 事務局長
〒576-0016 大阪府交野市星田８丁目67-1
交野市立第三中学校内
清田 均 携帯 090-1715-4245
FAX.072-892-5150
ホームページURL

付

http://www.eonet.ne.jp/~joccup-chugakuvb/top.html

記
特 別 表 彰
(1) ＪＯＣ・ＪＶＡカップ
（男・女 各１名）
(2) オリンピック有望選手
（男・女 各数名）
(3) 大会優秀選手
（男・女 各１２名）
(4) ベストセッター選手
（男・女 各１名）
(5) ベストリベロ選手
（男・女 各１名）
(6) 大阪府知事賞
（男・女 各１名）
特別表彰選手は、表彰式に参加しない。発表のみ。トロフィー等は、後日郵送する。
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大 会 日 程
月

日

時

間

中央９：００

１２月２５日（土）

内

容

役員集合・会場設営

会

場

丸善インテックアリーナ大阪

舞洲９：００

おおきにアリーナ舞洲

パナ17：００

パナソニックアリーナ

港 ９：００

大阪市立港スポーツセンター

１４：００

委員長会議

丸善インテックアリーナ大阪
(大会議室)

１４：３０

競技・審判研修会

丸善インテックアリーナ大阪
(サブアリーナ)

１５：３０

代表者会議

丸善インテックアリーナ大阪
(大会議室)

９：３０
９：３０
１５：３０
１２月２６日（日）

１５：３０
９：３０
９：４５
１５：３０
１５：３０
午前
９：３０

男子グループ戦[奇数組]
〃
男子グループ戦[偶数組]
〃
女子グループ戦[奇数組]
〃
女子グループ戦[偶数組]
〃
決勝トーナメント戦
１～２回戦（女子）

丸善インテックアリーナ大阪
パナソニックアリーナ
丸善インテックアリーナ大阪
パナソニックアリーナ
おおきにアリーナ舞洲
大阪市立港スポーツセンター

おおきにアリーナ舞洲
大阪市立港スポーツセンター

丸善インテックアリーナ大阪
(メインアリーナ)

１２月２７日（月）
午後
１５：２０

１２月２８日（火）

決勝トーナメント戦
１～２回戦（男子）

９：３０

準決勝 女子（２面）

１１：００

準決勝 男子（２面）

１３：００

決勝戦 女子（１面）

１４：３０

決勝戦 男子（１面）

１５：３０

表彰式
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丸善インテックアリーナ大阪
(メインアリーナ)
丸善インテックアリーナ大阪

丸善インテックアリーナ(サブ)

