
平成３０年度 近畿高等学校バレーボール優勝大会 兼 
第７１回近畿６人制バレーボール高等学校男女選手権大会 

 
実施要項 

 
１．趣 旨  近畿高等学校生徒に広くスポーツの機会を与え、心身共に健康な高等学校生徒を育成するととも

に、相互の親睦を図るものである。 
２．主 催  近畿高等学校体育連盟・近畿バレーボール連盟 
       大阪府教育委員会 
       産経新聞社・サンケイスポーツ・関西テレビ放送 
３．後 援  大阪市教育委員会・箕面市教育委員会・守口市教育委員会 
４，主 管  大阪府バレーボール協会 
       大阪高等学校体育連盟バレーボール専門部 
５．協 賛  ミズノ株式会社 
６．協 力  コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 
７．期 日   
   平成３０年７月２１日（土）13:30  代表者会議（府民共済スーパーアリーナ内 

サブアリーナ） 
                15:00  開 会 式（府民共済スーパーアリーナ） 
        ７月２２日（日） 8:30  開   館 
                 9:30  試 合 開 始  １・２回戦  
                     男子 府民共済スーパーアリーナ  ２面 
                        箕面スカイアリーナ      ３面 
  東和薬品 RAKUTAB ドーム  １面 
                     女子 府民共済スーパーアリーナ  ２面 

守口市民体育館       ３面  
 東和薬品 RAKUTAB ドーム １面                

        ７月２３日（月） 8:30  開   館 
                 9:30  試 合 開 始  男子・女子 ３回戦・準々決勝  
                              府民共済スーパーアリーナ  ４面 

７月２４日（火） 9:00  開   館 
                10:00  試 合 開 始  男子・女子  準決勝・決勝戦  
                           決勝戦終了後、閉会式 
                                府民共済スーパーアリーナ  ４面 
８． 会  場  

        府民共済スーパーアリーナ 

  大阪市此花区北港緑地２－２－１５  TEL  ０６－６４６０－１81１ 

         箕面スカイアリーナ 

             箕面市新稲２－１４－４５         TEL  ０７２－７２４－３４４０ 

         守口市民体育館 

             守口市河原町９－２            TEL  ０６－６９９２－８２０１ 

東和薬品 RACTAB ドーム 

             門真市三ツ島３－７－１６           TEL  ０７２－８８１－３７１５ 

  

９．参加校数  
       １１２校（男子 ５６校 女子 ５６校） 
       ※ 男女共に 大阪府 ２０校  兵庫県 １６校  京都府 ８校 
              滋賀県  ４校  奈良県  ４校 和歌山県 ４校 



１０． 参加規定 

（１） 平成３０年度（公財）日本バレーボール協会に登録されたチームであること。また、近畿各府県高等学校体育 

連盟に加盟し、バレーボール専門部に登録しているチームであること。 

  (２） 近畿各府県高等学校体育連盟バレーボール専門部 ・ バレーボール協会において、推薦されたチームで 

あること。 

  （３） チームは、監督・コーチ・マネージャー各１名（※内１名は当該校の職員とする）、選手１４名以内とする。 

（１３名以上の場合、リベロプレイヤーは２名）尚、マネージャーは当該校の職員または生徒であること。 

  （４） 監督・コーチ・マネージャー・キャプテンは、それぞれ各章を決められた位置に付けること。 

  （５） 選手は JVA メンバー制度に個人登録している選手であること。 

 

１１． 競技規則  平成３０年度（公財）日本バレーボール協会制定６人制競技規則による。 

 

１２． 競技方法 

（１）トーナメント戦、３セットマッチとする。３位決定戦は行わない。 

（２）正規のリベロ制を適用する。（他の競技者と対照的な色のユニフォームを着用する。） 

（３）全試合、熱中症予防のために給水タイムの適応を行う。 

 

１３． 表   彰    

    男女とも 1 位～3 位までを表彰する。 （３位はコート表彰を行う） 

 

１４． 参加料  ￥２５，０００ 参加料を指定口座（別紙）に振り込むこと。 

 

１５． 申込方法  添付書類 

  （１） 参加申込書（必ず JVA 登録のチーム加入選手一覧表と名前の漢字等が同一か確認して下さい） 

  （２） JVA 登録のチーム加入選手一覧表 

  （３） 振込明細確認用紙 

  （４） その他 

  ● 申込先   

〒５６５－０８０２  吹田市青葉丘南 １６－１   

     大阪府立吹田東高等学校内「平成３０年度近畿高等学校バレーボール優勝大会」 

実行委員会事務局     村上 明弘 宛        

ＴＥＬ ０６－６８７７－６７１５ ・ ＦＡＸ ０６－６８７７－６８２５ 

 

  ● プログラム用原稿（データ）送り先 印刷業者 

     〒５５０－０００１  大阪府大阪市西区土佐堀１－６－５ 

       『Principal 株式会社』    ℡ （０６）６４４７－００２０    FAX （０６）６４４１－４７６２ 

                        E‐mail sp@fpc.jp 

 

   ● 申込締切日   

平成３０年６月１９日（火）必着 

ＴＥＬ・ＦＡＸ等による申込みは受け付けません。 

 

１６． 宿   泊  

宿泊を希望するチームは別紙、宿泊申込書にて申し込むこと。（締切日は確認） 

     担当業者 「 京王観光株式会社 」   担当者 ： 吉光優輝 

 TEL   ０６－６５４１－７６３４     ・ FAX  ０６－６５４１－７６３６ 

 

 



 

１７ 組合せ抽選 

平成３０年６月２６日（火） １３：３０ 

       「たかつガーデン」 〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町７－１１ 

TEL:06-6768-3911 
FAX:06-6768-3170 

 

１８ そ の 他  

（１） プログラムに記載する「参加申込書」の選手名簿は１８名とし、必要事項を記載して申込時に同封すること。 

参加申込書に記載されていない選手を出場させる場合は、「参加申込変更届」を代表者会議で提出すること。 

また、「参加申込変更届」の中に新たな JVA 登録メンバーが加わっている場合、「チーム加入選手一覧表」を 

添えて提出すること。なお、エントリー１４名は、１８名の中から選び、「エントリー用紙」に記載して、各試合前 

に提出すること。ただし、エントリー後の変更は認めない。 

  （２） 監督が『外部指導者』の場合は、各府県専門部が発行している承認書の写しを添付すること。 

（３） 合同チームの構成は２チームまでとする。（両チームとも府県協会に登録していること） 

  （４） 代表者会議には、各チームの代表者２名（監督・主将）が必ず出席すること。 

（５） 開会式は競技服装（ユニフォーム）とし、登録された選手（最大１８名）は全員参加すること。 

  （６） 選手は必ず健康診断を受けておくこと。選手の健康管理については、チームおよび個人の責任としてこれを 

受け止め十分に留意すること。 

  （７） 競技中の疾病・負傷については、応急処置を行うが、それ以外の責任は負わない。 

  （８） 各会場とも二足制を厳守すること。 

  （９） 床拭き用の布（ワイピングタオル）を数枚持参すること。 

  （10） ゴミについては、各チームが責任を持って持ち帰ること。 

  （11） プログラム・Ｔシャツ購入・宿泊・弁当の申込は、別紙所定の用紙にて行うこと。 

  （12） 優勝チーム（男女各１チーム）を原則として、天皇杯・皇后杯全日本選手権大会近畿ブロックラウンドに 

推薦する。（この大会はベンチスタッフの個人登録が必要である。） 

  （13） チームスタッフは統一した服装が望ましい。 

 

 

平成３０年

７月 
府民共済スーパーア

リーナ （４面） 
箕面スカイアリーナ  

（３面） 
守口市民体育館 
   （３面） 

東和薬品 RACTAB
ドーム （２面） 

２１日（土） AＭ（準備） 
ＰＭ 開会式 

夕方（準備） 夕方（準備） 夕方（準備） 

２２日（日） 男女 １，２回戦 男子 １，２回戦 
 

女子 １，２回戦 男女 １，２回戦 

２３日（月） 
 

男女 ３，４回戦  

２４日（火） 男女 準決・決勝 
   閉会式 


