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開会式次第 閉会式次第

１　開式通告 １　開式通告

２　選手入場 ２　成績発表

３　開会宣言 ３　表　　　彰

４　挨　　　拶 ４　挨　　　拶

５ 　諸 連 絡 ５　閉会宣言

６　選手宣誓 ６　閉式通告

７　閉式通告 ７　選手退場

【注意事項】

　　但し、別に定める小学生バレーボール・フリーポジション制を用い、さらに２１点のラリーポイント制を

　　用いる。

２　試合はすべて３セットマッチの追い込み形式で行うが、連続する場合は最大１５分の休憩をとること

　　ができる。

３　千葉県大会に出場するチームは、監督・コーチ・マネージャー各１名と選手１４名以内とする。但し、

　　支部予選に１３名以内で出場した場合は１４名に満たない人数のみ補充することができる。

　　（補充は既に申し込まれた同一団体に登録されている選手に限る。）

４　監督・コーチ・マネージャーの内、１名以上は成人であること、ならびに指導者研修会の受講証明書

　　を所持し、胸にぶらさげること。

５　千葉県大会決勝に参加する選手は、そのままのメンバーで関東大会に出場することになるので、チ

　　ーム構成には充分注意すること。但し、補充については３に準ずる。

６　エントリー変更等がある場合は、県大会初日の試合開始前に競技委員長に連絡すること。

　　それ以降の変更は認めません

７　各会場では、上・下履きの区別、喫煙および立ち入り禁止区域、ゴミ処理等のルールを厳守すること。

　　尚、物品管理、盗難防止について留意すること。

第25回関東小学生バレーボール千葉県大会

１　平成2１年度（財）日本バレーボール協会の定める６人制競技規則による。
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【連絡事項】

※プラカードを忘れずにお持ちください。

男子会場：鎌ヶ谷市民体育館

開館８：４５ 開会式９：３０ 第１試合９：５０

女子会場：富津市社会総合体育館

開館８：３０ 開会式９：３０ 第１試合９：５０

◎役員は８：２０に集合してください

※開館時間が早まることもありますが指示があるまで体育館の中には入らないようにお願いします。

※得点板のチーム表示は県大会両日とも各チームで持参してください。

※プラカードを忘れずにお持ちください。

会場：南房総市ふれあいセンター

開館８：３０ 開会式９：３０　 第１試合９：５０

※申し訳ございませんが、コート作り等、準備のご協力をお願いします。

 　なお、準備が終わるまで体育館内での練習は行わないようにしてください。

※閉会式で表彰を行いますので男女それぞれ上位４チームは、必ず閉会式まで残ってください。

会場名 責任者 連絡先

鎌ヶ谷市民体育館 有山　高臣 090-8808-5451

富津市社会総合体育館 松本　好明 090-8311-8807

南房総市ふれあいセンター 高橋　良次 090-6130-4721

※不明な点のお問い合わせは携帯電話にお願いします。

競技委員長 塙　　太郎 090-8893-4782

○男子２次予選　　 　10月18日（日）

○女子県大会初日 　10月17日（土）

○県大会決勝10月25日（日）

※男女決勝戦・女子３位決定戦は、Ａ・B・Ｃコートで男女同時に開始します。選手紹介は決勝戦のみ行います

※女子は審判(線審・得点）および会場整理の関係上決勝戦および３位決定戦終了まで残ってください
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女子千葉県大会・男子２次予選出場チーム

【男子の部】１２チーム

葛南・東葛飾 シードチーム
南房総・千葉

1 支部１位 丸山ＶＣＢ

2 支部２位 ハヤブサ スターキッズ 佐原クラブ

3フリー抽選 高根ＶＢＣ ミラクルキッズ

4フリー抽選 ミサキジュニア

5 フリー抽選 昭和キッズ

6フリー抽選

7フリー抽選

合計 3 5 4

【女子の部】３２チーム

千葉 葛南 東葛飾 北総 東上総 南房総 シードチーム

1 支部１位 つばきジュニア 塚田ＪＳＣ 山武ジュニア 君津ひよこ みつわ台クラブ

2 支部２位 花見川天馬 丸山ＶＣＧ アルカスジュニア 館山エンジェルス

3フリー抽選 鎌ヶ谷中部 下総ドルフィンズ

4フリー抽選 薬円台南 佐原クラブ 蔵波エッグス

5 フリー抽選 市　川 ミサキジュニア

6フリー抽選 高根ＶＢＣ 姉崎ジュニア

7フリー抽選 昭和キッズ

8フリー抽選 岩井ジュニア

9フリー抽選 大貫ジュニア

合計 3 7 3 4 2 9 4

第25回関東小学生バレーボール千葉県大会

北総・東上総
　　　

クローバーV NRホッパーズ

法典東SC

飯山満南VBC

大津が丘Jr NRフェアリーズ

小金原JVC Jフレンズ 坪井VBC

千葉中央JC 法典東SC 千倉JSC クローバーV

大穴JSC

飯山満南VBC



千葉県大会組合せ
【　男子の部　】

ブロック ① ② ③

A ミラクルキッズ ハヤブサ

B 佐原クラブ ミサキジュニア スターキッズ

C 法典東ＳＣ 昭和キッズ クローバーＶ四街道

D 飯山満南ＶＢＣ 高根ＶＢＣ 丸山ＶＣＢ

試合順 Ｂコート

1 A① － A② C① － C②

2 Ｂ① － Ｂ② D① － D②

3 A① － A③ C① － C③

4 Ｂ① － Ｂ③ D① － D③

5 A② － A③ C② － C③

6 Ｂ② － Ｂ③ D② － D③

・各グループの空きチームが審判を担当してください。

・時間に遅れないようにご協力お願いします。

※決勝大会組合せについて

Ｃ１ Ｂ２

Ｃ３ Ｃ４

抽選②
Ｃ５

抽選④

Ｃ２

※２５日の審判について

第２試合目以降から負け審となります。

第25回関東小学生バレーボール大会

■男子二次予選　　10月18日（日）鎌ヶ谷市民体育館

NRホッパーズ

Aコート

※18日の審判について

・18日（日）二次予選が終了後該当チームで抽選会を行います。

■決勝大会　　10月25日（日）　南房総市ふれあいセンター　

A１位 Ｃ1位

抽選① 抽選③

A２

Ｄ１位 Ｂ1位

第1試合・・・第2試合目の2チーム
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女子の部組合せ
女子の部

富津市社会総合体育館 南房総市ふれあいセンター 富津市社会総合体育館

みつわ台クラブ

a1 c1

市　川 鎌ヶ谷中部

a5 c5

佐原クラブ ミサキジュニア

a2 c2

花見川天馬 アルカスジュニア

A1 B3

君津ひよこ

a3 c3

高根ＶＢＣ

a6 c6

大貫ジュニア 薬円台南

a4 c4

塚田ＪＳＣ つばきジュニア

A4 B4
A5

d4 b4

下総ドルフィンズ

d6 b6

蔵波エッグス 岩井ジュニア

d3 b3

山武ジュニア

A3 B1

館山エンジェルス 丸山ＶＣＧ

d2 b2

d5 b5

昭和キッズ 姉崎ジュニア

d1
B5

b1

３位決定戦

第１試合・・・第３試合目の２チーム

第２試合目以降から負け審となります。

※２５日の審判について

第２試合目以降から負け審となります。

第25回関東小学生バレーボール千葉県大会

10月17日 10月25日 10月17日

クローバーV

小金原JVC

飯山満南VBC

大津が丘Jr NRフェアリーズ

千倉JSC

Jフレンズ

法典東SC 千葉中央JC

大穴JSC 坪井VBC

※17日の審判について

第1試合・・・第3試合目の2チーム

第5試合目についてはA1.A2の負けチームがA5の審判、B1.B2の負けチームがB5の審判をお願いします。
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