
開　　催　　日 令和元年12月22日(日）

会　　　　　場 男子 ：天ヶ城体育館

女子 ：清武体育館

集　合　時　間
 

主　　　　　催 宮崎市バレーボール協会

主　　　　　管 宮崎市小学生バレーボール連盟

第6回宮崎市VA選抜大会

（小学生バレーボール6年生大会もうすぐ2020）

宮崎市チーム　AM　8：00
参加チーム　 　AM　8：15

男子各チーム試合球としてミカサを1球ご持参ください。
女子各チーム試合球としてモルテンを1球ご持参ください。



大会会長 須本　能文
大会副会長 松崎　繫春
大会副会長 近藤　茂治
大会委員長 長友　久夫
大会副委員長 柏木　俊彦
大会副委員長 斎藤  誠司
大会副委員長 重永　博紀

競技委員長 福山　正俊          
審判委員長 安藤　和弘
総務委員長 髙橋　大知
大会委員 緑川　秀幸

松方宏次
椎葉　智文
弓削　健
圖師　和則
米田　真菜
杉原　嘉栄

責任者 備　　　考

1

2
コートは、９ｍ　ｘ　9ｍ　、ネットの高さ２ｍ１０ｃｍで行う。
使用ボールは、男子 : ミカサ、女子 : モルテン　軽量　４号ボールとする。
公式練習は、第１試合のみ３分間の練習あり。試合間は１０分間とします。
審判については、随行審判による相互審判とする。
主審は、必ず上下審判服を着用すること。副審判も審判服が望ましい。
リベロ、エントリーは中体連ルールとする。
リベロの選手は対照的なユニフォームかビブスを着用すること。

清武体育館

重永、米田、椎葉、圖師

柏木、斉藤、緑川、福山、弓削、安藤
松方、杉原、高橋

宮崎市バレーボール協会副会長

女子の部

全試合　：　３セットマッチ、２１点ラリーポイント制３セット１５点マッチ（デュース有）

競　技　方　法

リーグの順位は、勝率、セット,得失点率で順位は決定します。

　　競技会場責任者

宮崎市小学生バレーボール連盟記録副委員長

宮崎市小学生バレーボール連盟総務副委員長
宮崎市小学生バレーボール連盟審判副委員長

会　　　場

宮崎市小学生バレーボール連盟理事長

宮崎市小学生バレーボール連盟審判委員長

宮崎市小学生バレーボール連盟普及委員長

宮崎市小学生バレーボール連盟競技副委員長

競　技　役　員

男子の部 天ヶ城体育館

第6回宮崎市VA選抜大会
令和元年12月22日(日）

宮崎市小学生バレーボール連盟

宮崎市小学生バレーボール連盟総務委員長

大　会　役　員

宮崎市バレーボール協会理事長

宮崎市小学生バレーボール連盟副理事長

宮崎市小学生バレーボール連盟競技委員長

宮崎市バレーボール協会副会長
宮崎市バレーボール協会会長

宮崎市小学生バレーボール連盟副理事長

宮崎市小学生バレーボール連盟記録委員長

宮崎市小学生バレーボール連盟普及副委員長



　　　　開会式

[ 男子 ]
会場 ：天ヶ城体育館

１．開会の言葉

２．主催者あいさつ 宮崎市バレーボール協会会長 須本　能文

３．競技場の注意 宮崎市バレーボール協会役員　　　　　　

４．選手宣誓 宮崎市選抜チーム キャプテン

[ 女子 ]
会場 ：清武体育館

１．開会の言葉

２．主催者あいさつ 宮崎市バレーボール協会副会長 近藤　茂治

３．競技場の注意 宮崎市バレーボール協会役員         　

４．選手宣誓 宮崎市選抜チーム キャプテン

　　　　閉会式

[ 男子 ]

会場 ：天ヶ城体育館

１．成績発表 宮崎市バレーボール協会役員

２．表彰 宮崎市バレーボール協会役員

３．大会講評 宮崎市バレーボール協会会長 須本　能文

[ 女子 ]

会場： ：清武体育館

１．成績発表 宮崎市バレーボール協会役員

２．表彰 宮崎市バレーボール協会役員

３．大会講評 宮崎市バレーボール協会副会長 近藤　茂治

第6回宮崎市VA選抜大会

令和元年12月22日(日）



参加チーム　
男子の部（7チーム）

チーム名 地区

都城TKブラックファイターズ

都城ホワイトちょっちゅね～

小林ゴールド

小林シルバー

日南選抜 日南

龍神南サンダーズ

宮崎北ファイターズ

女子の部（9チーム）

チーム名 地区

児湯選抜A

児湯選抜B

コスモスEVS 東諸県

都城選抜スマイルエンジェル 都城

小林選抜ファイヤーズ

小林選抜ドルフィンズ

日南市選抜 日南

宮崎Big Shot

宮崎Victory
宮崎

都城

宮崎

児湯

小林

小林



１．大会の趣旨 (1) 本大会は、今年最後の大会です。指導者から学んだ技術、精神力等を発揮し
来年に繋げてもらいたいと思います。

(2) バレーボールを通じて生涯スポーツの認識を深め、バレーボールの普及
と体力の向上、心身共に健康な体づくりに努めます。

(3) バレーボールのチームプレイの向上および楽しさを図る大会です。

２．期　　　日 令和元年１２月２２日(日）

３．会　　　場 【男子】宮崎市天ヶ城公園体育館
【女子】宮崎市清武体育館　　宮崎市田野体育館

４．主　　　催 宮崎市バレーボール協会

５．主　　　管 宮崎市小学生バレーボール連盟

６．参加者資格 (1)
　平成31年4月1日に12歳未満の者で、5月1日現在国、公、私立の小学校に在籍している者。

(2) 　健康であり、スポーツ保険に加入していること。

７．競技規則 (1) 　平成31年度（公財）日本バレーボール協会の定める６人制競技規則（ローテーション制）による。
(2) 　審判については、随行審判による相互審判とする。

８．競技方法 後日詳細送信

９．チーム編成 (1) 　監督１名、コーチ１名、マネージャー１名（内１名は成人であること）選手は１２名以内とする。
(2) 　男女各単一チームで編成し、各１チームとする。

10．審判委員 　（公財）日本バレーボール協会及び宮崎県バレーボール協会の公認審判員と随行審判員で大会
を運営する。その際、主審は、定められた審判服とワッペンを着用することし、副審も望ましい服装と
する。

11．試　合　球 　モルテン・ミカサ、軽量検定球4号カラー球を使用する。

　　男子・・・ミカサ（MVA500）　　女子･･･モルテン（V４M5000‐L）

12．競技服装 　選手１２名は、統一したユニフォーム（メーカー指定のゲームシャツ・靴下まで含む）で臨み、背番
号は１番から99番とするが、１番から12番が望ましい。

13．表　　　彰 優勝・・・賞状、メダル

準優勝・・賞状、メダル

３位・・・賞状

14．参　加　料 １チーム　4,000円　　（12月22日受付時に納入お願いします。）

15．申込方法
　大会参加申込書を、11月24日（日）までに電子メールにて下記へ申込をお願いします。
氏名（携帯）　  福山　正俊　（090-9582-9391）
                椎葉　智文  （090-4771-6694）
申込書送付先　mva2019miyazakishi@yahoo.co.jp

第６回宮崎市VA選抜大会
小学生バレーボール６年生大会もうすぐ２０２０

集合時間 ８：００

監督会議 ８：１５

開会式 ８：３０

競技開始 ９：００



男子組合せ                                 令和元年１２月２２日（日） 

第６回宮崎市VA選抜大会  

会場：A・Bコート（ 天ヶ城公園体育館 ） 

B２位 B１位 

ｂ④ 

A 
（ステージ側） 

A１位 

コ
ー
ト 

A 

ａ① 
コ
ー
ト 

B 

ｂ① ｂ② 

ｂ③ 

ａ⑥ 

ａ④ 

B 
（入口側） 

A２位 

順位決定戦 

ａ⑤ 

ｂ⑤ 

交流戦 A３位 

B４位 B３位 

都城ＴＫブラック 
ファイターズ 日南選抜 

小林ゴールド 都城ホワイト 
ちょっちゅね～ 

龍神南 
サンダーズ 

宮崎北 
ファイターズ 

小林シルバー 

審判 
ａ① … 龍神南 
 
ａ② … ａ①勝者 
 
ａ③ … ａ①敗者 
 
ａ④ … Ａ２位 ＆ Ｂ１位 
 
ａ⑤ … ａ④敗者 
 
ａ⑥ … ａ④敗者 ＆ ａ⑤敗者 

ｂ① … 宮崎北   
 
ｂ② … 日南選抜 
 
ｂ③ … 都城ホワイト 
 
ｂ④ … 小林シルバー 
 
ｂ⑤ … Ｂ３位 
 
ｂ⑥ … ｂ⑤勝者 
 
ｂ⑦ … ｂ⑤敗者 

※プロトコール前の練習は、２試合目のチームから１０分ずつ行う。 

B 

※笛はＡコート（短）、Ｂコート（長）とする。 



女子組合せ                                 令和元年１２月２２日（日） 

第６回宮崎市VA選抜大会  

会場：A・B・Ｃコート（ 清武体育館 ） 

B３位 

A２位 A１位 A３位 
順位決定戦 交流戦 

a① ｂ① c① A 
（入口側） 

B１位 C１位 B２位 C２位 C３位 

宮崎Big Shot 宮崎Victory 

小林選抜 
ドルフィンズ 

小林選抜 
ファイヤーズ 

児湯選抜 A 児湯選抜 B 

日南市選抜 

コスモスＥＶＳ 
都城選抜  

スマイルエンジェル 

審判 ａ① … 宮崎Big Shot 
 
ａ② … ａ①勝者 
 
ａ③ … ａ①敗者 
 
ａ④ … Ｃ１位 
 
ａ⑤ … ａ④勝者 
 
ａ⑥ … ａ④敗者 

ａ④ ｂ④ ｃ④ 

ｂ① … 都城選抜 
 
ｂ② … ｂ①勝者 
 
ｂ③ … ｂ①敗者 
 
ｂ④ … Ｃ２位 
 
ｂ⑤ … ｂ④勝者 
 
ｂ⑥ … ｂ④敗者 

ｃ① … 宮崎Victory 
 
ｃ② … ｃ①勝者 
 
ｃ③ … ｃ①敗者 
 
ｃ④ … Ｃ３位 
 
ｃ⑤ … ｃ④勝者 
 
ｃ⑥ … ｃ④敗者 

A 
（入口側） 

Ｂ 
（中央） 

Ｂ 
（中央） 

Ｃ 
（奥側） 

Ｃ 
（奥側） 

※笛はＡコート（短）、Ｂコート（長）、Ｃコート（短）とする。 

※プロトコール前の練習は、２試合目のチームから１０分ずつ行う。 


