【第 1 部全国大会予選会及び第 2 部フェスティバル 共通要項】
１．主催

（一社）石川県バレーボール協会、石川県ソフトバレーボール連盟

２．協賛

株式会社ミカサ/株式会社モルテン

３．日時

2020 年５月１0 日 (日)
受付 8:30～8:50

４．会場

開会式 9:00～9:15

岩内体育館（能美市岩内町イ１６４-1

５．申込締切日

競技開始 9:30～17:00
0761-51-5105）

第１部全国大会予選会 2020 年４月１7 日（金）必着
第２部フェスティバル

６．抽選日及び会場

2020 年４月２6 日（日）必着

2020 年４月２１日（火） 午後 7 時～8 時
2020 年５月 １日（金） 午後 7 時～8 時
いしかわ総合スポーツセンター

７．表彰

各種別、2 位まで表彰

８．参加料及び申込方法

参加料は 1 チームにつき 1,000 円とする。

申込方法は 12 ページ参照。

○第 1 部
第２８回全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル予選会
シルバーの部

監督１名

（使用球ミカサ）

６０歳以上

男２名

女２名

５０歳以上

男２名

女２名

第２２回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル予選会
レディースの部

監督１名

（使用球ミカサ）

フリー

女４名

４０歳以上

女４名

第５回全国ソフトバレー・フリーフェスティバル予選会
フリーの部

監督１名

（使用球モルテン）

フリー

男４名
女４名

＊上記大会の注意事項
（1）年齢条件は厳守し、ゼッケンは、１～99 番を着用すること。参加は 6 名以上で出場すること。
ただし、シルバーの部で 60 歳以上の人が 50 歳以上の年齢区分に登録参加した場合は、競技会期間
中に 60 歳以上の年齢区分への変更はできない。レディースの部も同様に年齢区分の変更はできない。

（2）サークル及び出場者選手が、2020 年度石川県ソフトバレーボール連盟に登記されていること。ま
た JVA にチーム登録及び個人登録されていること。
（3）年齢起算日は 2021 年 4 月 1 日とする。
（4）構成メンバーのうち 2 人以上は、JVA に資格登録したソフトバレー・マスターリーダーまたはリーダー
有資格者であること。
（5）全国大会への推薦は原則 1 チームとする。

○第２部（使用球すべてモルテン）
2020 年度石川県ソフトバレーボールフェスティバル
種別

監督

選手構成

ファミリーの部

1名

小学生男女 4 名

Ⅱ部

1名

男女各 4 名

(1)

30 歳以上男女 2 名ずつ

ファミリーの部は、サークル及び出場者選手が、2020 年度石川県ソフトバレーボール連盟に登
記されていること。

(2)

Ⅱ部は初心者を加えこれからソフトバレーを親しもうとしているサークルを対象とする。サークルが
2020 年度石川県ソフトバレーボール連盟に登記されていること。

(3)

年齢起算日は 2021 年 4 月 1 日とする。

【ゆーりんピック及びスポレク予選会 共通要項】
１．主催

（一社）石川県バレーボール協会、石川県ソフトバレーボール連盟

２．協賛

株式会社ミカサ/株式会社モルテン

３．日時

2020 年５月１7 日 (日)
受付 8:30～8:50

４．会場

開会式 9:00～9:15

津幡町総合体育館（津幡町加賀爪ル 5

５．申込締切日
６．抽選日及び会場

競技開始 9:30～17:00
076-289-3161）

ねんりんピック

2020 年４月

８日 （水） 必着

スポレクの部

2020 年４月１７日 （金） 必着

2020 年４月２1 日 （火） 午後７時～８時
いしかわ総合スポーツセンター

７．表彰

各種別、2 位まで表彰

８．参加料及び申込方法

参加料は 1 チームにつき 1,000 円とする（ただしねんりんピック予選会

は無料）。 申込方法は 12 ページを参照。

第３３回全国健康福祉祭ねんりんピック
ソフトバレーボール交流大会予選会（ゆーりんピック）
ねんりんピックの部

監督１名

（使用球ミカサ）

男

４名

女

４名

（1）年齢条件および男女構成は厳守し、ゼッケンは 1～8 を着用。参加は男女各 3 名ずつ以上で
出場すること。
（2）参加者(監督を含む）の年齢は 60 歳以上とする。（昭和 36 年 4 月 1 日以前に出生）
（3）第 32 回ねんりんピックに参加したものは出場できない。
（4）予選会に参加する全チームは、大会前日に金沢城公園で開催されるゆーりんピック開会式に
必ず出席すること。

第９回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル予選会
スポレクの部
（使用球ミカサ）

監督１名

４０歳以上

男2名

女2名

５０歳以上

男2名

女2名

（1）年齢条件は厳守し、ゼッケンは、１～99 番を着用すること。参加は 6 名以上で出場すること。
ただし、スポレクの部で５０歳以上の人が４０歳以上の年齢区分に登録参加した場合は、競技会
期間中に５０歳以上の年齢区分への変更はできない。

＊共通注意
(1)サークル及び出場者選手が、2020 年度石川県ソフトバレーボール連盟に登記されていること。また
JVA にチーム登録及び個人登録されていること。
(2)年齢起算日は 2021 年 4 月 1 日とする。
(3)構成メンバーのうち 2 人以上は、JVA に資格登録したソフトバレー・マスターリーダーまたはリーダー有
資格者であること。
(4)全国大会への推薦は原則 1 チームとする。

【第２５回石川テレビ杯石川県ソフトバレーボールフェスティバル要項】
１．主催

石川テレビ放送、（一社）石川県バレーボール協会

２．主管

石川県ソフトバレーボール連盟

３．協賛

株式会社モルテン

４．日時

2020 年６月 14 日（日）
受付 8:00～8:20

５．会場

開会式 8:30～8:45

競技開始 9:00～

鳴和台市民体育館（金沢市鳴和台 285 番地

076-251-3963）

浅野川市民体育館（金沢市大河端町西 80 番地 1 076-238-0277）
中央市民体育館

（金沢市長町３丁目３番３号

076-260-4554）

６．申込締切日

2020 年５月１5 日 （金） 必着

７．抽選日及び会場

2020 年５月２6 日 （火） 午後 7 時～8 時
いしかわ総合スポーツセンター

８．表彰

各種別、2 位まで表彰

９．参加料及び申込方法

参加料は 1 チームにつき 1,000 円とする。申込方法は 12 ページを参照。

第 2５回石川テレビ杯石川県ソフトバレーボールフェスティバル
種別

監督

フリーの部

1名

フリー

5～8 名

T160 の部

1名

コート内年齢合計 160 歳以上

5～8 名

Ⅰ T190 の部

1名

コート内年齢合計 190 歳以上 （35 歳以上）

5～8 名

部 T220 の部

1名

コート内年齢合計 220 歳以上 （45 歳以上）

5～8 名

T250 の部

1名

コート内年齢合計 250 歳以上 （55 歳以上）

5～8 名

70 歳以上の部

1名

70 歳以上

5～8 名

ファミリーの部

1名

小学生男女 4 名、30 歳以上男 2 名・女 2 名

5～8 名

1名

４～8 名（男 2 名、女 2 名以上で参加）

Ⅱ 部

選手構成

年齢構成自由（組み合わせ時合計年齢で考慮）
(1)大会球はすべてモルテンを使用。
(2)チームの構成は、上記欄条件を満たす選手（男女 2 名ずつ）4 名がコートに入ること。ただし、申し
込み後エントリー変更で男子が不足した場合は、男子の替わりに女子がコートに入ることができる。
(3)年齢起算日は、2021 年 4 月 1 日現在とする。
(4)ゼッケンナンバーは 1～99 とする。
(5)Ⅰ部はサークル及び出場者選手が 2020 年度石川県ソフトバレーボール連盟に登記されていること。
(6)Ⅱ部は初心者を加えてこれからソフトバレーを親しもうとしているサークルを対象とし、サークルが
2020 年度石川県ソフトバレーボール連盟に登記されていること。

【第２９回いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会要項】
１．主催

石川県

２．主管

石川県ソフトバレーボール連盟

３．後援

石川県健民運動推進本部

４．協賛

株式会社ミカサ

５．日時

2020 年７月 12 日 (日)
受付 8：00～8：20

６．会場

北國新聞社

開始式 8：30～8：45

競技開始 9：00～

浅野川市民体育館（金沢市大河端町西 80 番地 1 076-238-0277）
城西市民体育館（金沢市寺中町へ 60 番地

076-268-3899）

野々市市スポーツセンター（野々市市押野 2-30
津幡町総合体育館（津幡町加賀爪ル 5

076-294-5511）

076-289-3161）

７．申込締切日

2020 年６月 19 日 （金） 必着

８．抽選日及び会場

2020 年６月 29 日 （月） 午後 7 時～8 時
いしかわ総合スポーツセンター

９．表彰

各種別、2 位まで表彰

10.参加料及び申込方法

参加料は無料とする。申込方法は 12 ページを参照。

第２９回いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会
ソフトバレーボール大会
種別

監督

選手構成

＊フリーの部

1名

中学生以上

5～8 名

T160 の部

1名

コート内年齢合計 160 歳以上

5～8 名

T190 の部

1名

コート内年齢合計 190 歳以上

5～8 名

T220 の部

1名

コート内年齢合計 220 歳以上

5～8 名

T250 の部

1名

コート内年齢合計 250 歳以上

5～8 名

70 歳以上の部

1名

70 歳以上

5～8 名

レクリエーションの部

1名

４～8 名（男 2 名、女 2 名以上で参加）
年齢構成自由（組み合わせ時合計年齢で考慮）

(1)大会球はすべてミカサを使用。
(2)＊の種目では、中・高校生の出場は認めるが、未成年者の単独チームの場合は必ず成人の監督
をつけること。
(3)コート内には男子 1～2 名が入る。また、ゼッケンナンバーは１～99 とする。
(4)年齢起算日は、2021 年 4 月 1 日現在とする。
(5)レクリエーションの部の対象は、初心者を含むチームとし、ソフトバレーの導入部門とする。

【2020 年度北信越フェスティバル予選会要項】
１．主催

（一社）石川県バレーボール協会、石川県ソフトバレーボール連盟

２．協賛

株式会社モルテン

３．日時

2020 年９月 13 日 (日)
受付 8:30～8:50

４．会場

開会式 9:00～9:15

西部市民体育館（金沢市東力町ハ 250 番地

競技開始 9:30～17:00
076-291-6450）

浅野川市民体育館（金沢市大河端町西 80 番地 1 076-238-0277）
５．申込締切日

2020 年８月 21 日 （金） 必着

６．抽選日及び会場

2020 年８月 28 日 （金） 午後 7 時～8 時
いしかわ総合スポーツセンター

７．表彰

各種別、2 位まで表彰
推薦は北信越①は、各種別 2 チームとする。北信越②は、各種別 2 チームとする
ただし、プラチナは 1 チームとする。

８.参加料及び申込方法

参加料は 1 チームにつき 1,000 円とする。申込方法は 12 ページ参照。

2020 年度ソフトバレー・北信越ブロックフェスティバル予選会
種別

監督

選手構成

シルバーの部

1名

50 歳以上男女 2 名ずつ

60 歳以上男女 2 名ずつ

スポレクの部

1名

40 歳以上男女 2 名ずつ

50 歳以上男女 2 名ずつ

レディースの部

1名

フリー4 名

40 歳以上 4 名

フリーの部

1名

フリー8 名男女 4 名ずつ

ファミリーの部

1名

小学生男女 4 名、30 歳以上男女 2 名ずつ

キッズの部

1名

コーチ 1 名

ゴールドの部

1名

60 歳以上男女 4 名ずつ

プラチナの部

1名

70 歳以上男女 4 名ずつ

小学 4 年生以下（男女）

＊
北
信
越
①
＊
北
信
越
②

(1)大会球はすべてモルテンを使用。
(2)*北信越① 北信越総合フェスティバル長野大会 *北信越② 北信越ファミリー＆キッズ・一般富
山大会を指す。
(3)年齢条件及び男女構成は厳守すること。ゼッケンは、１～99 番を着用すること。
(4)参加者の資格
サークル及び出場者選手が、2020 年度石川県ソフトバレーボール連盟に登記されていること。
また JVA にチーム登録及び個人登録されていること。
(5)年齢起算日は、2021 年 4 月 1 日現在とする。
(6) 構成メンバーのうち 2 人以上は、JVA に資格登録したソフトバレー・マスターリーダーまたはリーダー
有資格者であること。（ただし、キッズの部は特に問わない）

【第２７回北陸中日新聞杯石川県ソフトバレーボール大会要項】
１．主催

北陸中日新聞、（一社）石川県バレーボール協会

２．主管

石川県ソフトバレーボール連盟

３．協賛

株式会社ミカサ

４．日時

2020 年１１月２９日 (日)
受付 8:00～8:20

５．会場

開会式 8:30～8:45

競技開始 9:00～

浅野川市民体育館（金沢市大河端町西 80 番地 1
城西市民体育館（金沢市寺中町へ 60 番地
津幡町総合体育館（河北郡津幡町加賀爪ル５

076-238-0277）

076-268-3899）
076-289-3161)

津幡運動公園体育館（河北郡津幡町字竹橋ヲ 90

076-288-7201)

６．申込締切日

2020 年１１月 6 日 （金） 必着

７．抽選日及び会場

2020 年１１月１7 日 （火） 午後 7 時～8 時
いしかわ総合スポーツセンター

８．表彰

各種別、2 位まで表彰

９.参加料及び申込方法

参加料は 1 チームにつき 1,000 円とする。申込方法は 12 ページ参照。

第２７回北陸中日新聞杯石川県ソフトバレーボール大会
種別

監督

選手構成

フリーの部

1名

フリー

5～8 名

T160 の部

1名

コート内年齢合計 160 歳以上

5～8 名

Ⅰ

T190 の部

1名

コート内年齢合計 190 歳以上（35 歳以上）

5～8 名

部

T220 の部

1名

コート内年齢合計 220 歳以上（45 歳以上）

5～8 名

T250 の部

1名

コート内年齢合計 250 歳以上（55 歳以上）

5～8 名

70 歳以上の部

1名

70 歳以上

5～8 名

1名

４～8 名（男 2 名、女 2 名以上で参加）

Ⅱ 部

年齢構成自由（組み合わせ時合計年齢で考慮）
(1)大会球はすべてミカサを使用。
(2)チームの構成は、上記欄条件を満たす選手（男女 2 名ずつ）4 名がコートに入ること。ただし、申し
込み後エントリー変更で男子が不足した場合は、男子の替わりに女子がコートに入ることができる。
(3)年齢起算日は、2021 年 4 月 1 日現在とする。
(4)ゼッケンナンバーは 1～99 とする。
(5)Ⅰ部はサークル及び出場者選手が 2020 年度石川県ソフトバレーボール連盟に登記されていること。
(6)Ⅱ部は初心者を加えこれからソフトバレーを親しもうとしているサークルを対象とする。サークルが
2020 年度石川県ソフトバレーボール連盟に登記されていること。

【2020 ソフトバレー・石川オープン】
１．大会目的
生涯スポーツとしてソフトバレーで活動している人たちが集う大会であり、様々な年齢やレベルの高低
を問わず参加を求め、日頃のスポーツ活動を推進する機会とする。
２．主催 （一社）石川県バレーボール協会、石川県ソフトバレーボール連盟
３．主管

津幡町バレーボール協会

４．後援

(株)中日新聞北陸本社 石川テレビ放送(株)

５．ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾞｰﾙ (株)ミカサ (株)モルテン
６．開催期日 2021 年 3 月 20 日（土・祝）
７．日程
受

８．会場

付

8 時 30 分～8 時 50 分

開 会 式

9 時～

試 合 開 始

9 時 20 分～

試合終了（予定）

17 時

津幡運動公園体育館（河北郡津幡町字竹橋ヲ 90 076-288-7201）
その他

９．種目
１ フリーの部

監督 1 名・選手 8 名以内

年齢問わず、男女 2 名ずつで構成

部 T-170 の部

監督 1 名・選手 8 名以内

男・女各々2 名合計年齢 80 歳以上

T-200 の部

監督 1 名・選手 8 名以内

男・女各々2 名合計年齢 100 歳以上

60 歳以上の部

監督 1 名・選手 8 名以内

男女共 60 歳以上

70 歳以上の部

監督 1 名・選手 8 名以内

男女共 70 歳以上

２ ビギナーの部

監督 1 名・選手 8 名以内

年齢問わず、男女 2 名ずつで構成

部 T-200 の部

監督 1 名・選手 8 名以内

男女２名ずつで、コート内合計年齢 200
歳以上

※注意
①監督は選手を兼ねることはできるが、その場合は計 8 名までとする。
②年齢問わずとあるが、中学生以上を対象とする。
③・１部のカテゴリーは、定期的なサークル活動を行っているチームやソフトバレーに熟練した方々を対象

とする。
・２部のカテゴリーは、地域のスポーツ活動や会社・仲間等でチームを組み、不定期で活動するチームを
対象としている。特にビギナーの部はソフトバレーに取り組んで間もない方々を対象とする。
ただし、カテゴリーの選択はチームの判断に委ねることとする。
④選手年齢は、2021 年 4 月１日現在を基準とする。
１０．参加資格
大会目的に賛同した選手で構成されたチームであること。
１１．競技規則
日本バレーボール協会制定の「2020 年度版ソフトバレーボール競技規則」を準用。
なお、胸部・背部の番号の付いたユニフォームの着用が望ましいが、ゲームベスト（ビブス）でも可能。
１２．競技方法
①試合は３セットマッチとし、採点法により順位を決定する。（勝者 2 点、敗者 1 点、棄権又は没収 0
点）また、組合せについては、参加チームが確定した後、実行委員会で決定する。
参加チーム数や会場の都合により上記内容を変更することがある。
②試合の運営は、全て参加チームで行うこと。（主審・副審・線審 2 名・点示 1 名計 5 名の構成を原
則とするが、不足の際は他チームの協力を仰ぐこと）
③試合は追い込み方式で行う。
１３．使用球
①使用球は、日本バレーボール協会検定のソフトバレーボール（重さ２１０ｇ±１０g、円周７８±
１ｃｍ）使用する。
②1 部はミカサ製、2 部はモルテン製を使用する。
１４．参加チームの対象
①石川県ソフトバレーボール連盟加盟のサークル
②その他（都道府県連盟の所属は問わず、オープンとする）
１５．表彰・閉会式
表彰・閉会式は共に種目ごとに終了次第行い、対象チームのみで実施。
１６．参加料
①石川県ソフトバレーボール連盟加盟のサークルは 1 チーム 1,000 円とする。
また、その他のチームは 1 チーム 2,000 円とする。
②参加料は締切日までに指定口座に振り込むこと。ただし、振込手数料は参加チームの負担とする。

参加料振込先
振込先：

北國銀行 泉支店

口座番号： 普通 ２９２９３９
口座名：

石川県ソフトバレーボール連盟

１７．申込方法
石川県ソフトバレーボール連盟ホームページ上に掲載される申込書に記入し、データで下記アドレスに
E メールで送付すること。
メール送信先： 461138komatu@gmail.com
宛 名：

競技副委員長 常光 純子

申込締め切り： 2021 年１月 15 日（金）

２０．その他
①参加者の健康管理については、本人の責任において行うこと。
②大会期間中の参加者の負傷については、応急手当を行うが、それ以外の責任を負わない。なお、参
加者は各自「健康保険証」を持参すること。
２１．問合せ先
石川県ソフトバレーボール連盟競技委員長 福田
メール送信先： kei.37.6.21@gmail.com
携帯電話： ０９０－９４４２－０８４８

桂

