
１　主　催　川崎市バレーボール協会

本大会は熱中症予防のため給水タイムを取ります。

　　　参加をご辞退いただくこともありますのでご承知おきください。

中止

★申し込み表には１２名となっていましたが、今大会に関しては人数制限は
定めません。

★今大会は第２位までを表彰します。渡部　仁志

★　ごみは各チームがすべて持ち帰ってください。

★　その他施設使用上の注意を厳守してください。　

９人制女子の部

男女混合２部

①東京東陵クラブ　②ＢＢＪ　ＭＡＲＫＥＴ　③ＭＡＬＴ　④静岡高校ＯＢ　⑤清謙会Ａ

①Ｋ２　②住吉高校　　③Ｐ’ｓ　④Mogi-Mogi　⑤清謙会Ｂ

①キヤノン　②昇龍　③旭化成川崎　④NEC玉川バレー部　⑤ACORNS

★　駐車場は全て有料になります。（宮前ＳＣは制限あり、2台まで、後日連絡）

①vivo　②ファインズ　Ａ　③ファインズ　Ｂ　④snowdrop

①ＡＫＵＡ　②安村バレー部　③くろっかすＢ　④東陵東京クラブ

２　後　援　　　　市民こども局市民スポーツ室　　(公財)川崎市スポーツ協会

大会委員長　　

４　会　場　  ６人制男子一部　とどろきアリーナサブ（９時開場）　

３　期　日　　令和元年８月４日(日)

山田　益男･羽田野義博・田辺穂奈美・大内孝二　

６人制女子の部

副　会　長　　　　

男女混合の部

★　使用球、ミカサ　バレーボール検定球 5号球 MVA300

五島三津雄

（９：００入館）９人制男子の部、６人制男子の部

会　　　 長　　　

５　役　員

参　　　与　　 　

審判委員

競技責任者 　のホイッスルを用意してください。ご協力いただけない場合は、大会

同副委員長　　　

顧　　　問　　　 黒木忠雄・梅澤喜由・東　正則・河内裕子

大間秀雄・大西栄一郎

同副委員長　　

同副委員長　　

佐藤猛・小川秋男・高橋敏明・伊藤実千代・古田幸輔

総務責任者

1

2

組み合わせについて

4

５チームリンクリーグは、①⑤　③④　②③　④⑤　①②とし、リンクリーグのみ

試合については通常通り３セットマッチで行います。

勝敗が同じ場合は、セット率・得点率によって決定します。

試合順・4チームリーグ戦は、①④　②③　①③　②④　③④　①② 3

★審判は、当日割り当てますので協力願います。

審判委員長　　

同副委員長　　 伊藤和子・大平絵美・二村法彦

小北好博

宮前ＳＣ

宮前ＳＣ

名誉会長　　　

総務委員長　　

審判責任者

役割

★　この大会は、審判研修会を兼ねます。チームの審判員の方は、長・短

※　その他　(以下の事項について各チームとも厳守してください。）

部制

 会場

ソフトバレー 女子９・男女混合

会場責任者

（９：００入館）

６人制男子1部

９人制男子の部

１位と２位の決勝戦を行います。（審判は３位のチーム）

竹内　孝

渡部仁志

とどろきサブ （９：００入館）

（９：００入館）

６人制男子２部　　

とどろきメイン

佐藤　忠次

5

９人制女子の部、　　　　　

ソフトバレーの部 詳細別途

先行するチームが６人制：１３点、９人制：１１点取得した時点で３０秒とします。
試合間は１５分とします。各リーグとも第３試合終了後、２０分休憩を取ります。

その後１０分の合同練習のあと第４試合目の試合を開始してください。
プロトコールはなしとします。

ソフトバレーの部

令和元年度　バレーボールフェスティバル一般男女６・９人制 & 男女混合 ＆ ソフトバレーボール大会  （7月28日訂正版）

競技委員長　　

松本博臣・光宗光子・小林智子・田村　暁・須藤美和・長瀬博美

今村直彦・石原　智・松浦圭三

上野嘉信

大平　絵美 佐藤　　猛 上野　嘉信

とどろきメイン とどろきサブ 宮前ＳＣ

男子６・９人制

竹内　孝

男女混合１部 ①ソラネコ　②Free Mix　③ティームおぐり　④くろっかすＡ

小林　智子

橋本　達也・山田　圭介・
瀧下　真史・高橋　裕之・
日下渉・湯本恭巨・矢作

拓也・郭　海亮・小山拓人
・山本敦史・高野俊彦
・和泉佑典・石神康将

各チーム審判

小川　千鶴・小林　宏恵・
鈴木　由紀・大西　明美・
松木　　勝・藤田ひとみ・
正村 卓也・小森由紀子・

金城晋哉

須藤　美和・藤森　由江・長瀬　博美

小北　好博 松浦　圭三 伊藤　和子



令和元年７月２８日

予選組合せ表
　ソフトバレーボールの部

【　トリム　A　】 ＊リーグ戦 【　トリム　B　】 ＊リーグ戦

1 主催 川崎市バレーボール協会 予選 A　コート　(短） B　コート　(長） 予選 C　コート　(短） D　コート　(長）
2 主管 川崎市バレーボール協会 A１組 A２組 A１組 A２組

3 後援 公益財団法人　川崎市スポーツ協会 A　コート　(短） B　コート　(長） Ｃ　コート　(短） Ｄ　コート　(長）

4 協力 株式会社モルテン　　神奈川新聞社 A１組 A２組 B１組 B２組

5 期日 令和 １年８月４日（日） 1 J-STORM COLOR Y 1 MINIYON ｐapico

6 会場 とどろきアリーナサブ 2 Wizard SWING 2 r a m Ambitious B

7 役員 役員入場　８時４５分 受付　　 ９時～ 3 スマイル　A スマイル　B 3 BRACK A COLOR R

一般入場　９時 開会式　９時４５分 4 BRACK Y SUNSET 4 南原 ANARCHY SOCKS

名誉会長 佐藤忠次 5 Ambitious　A うらら 5 Team take チーム1010

会　　 　長 五島三津雄

副　会　長 山田益男 羽田野義博 田辺穂奈美 大内孝二 【　トリム　C　】 ＊リーグ戦

顧 　　　問 黒木忠雄 梅澤喜由 東　正則 河内裕子 決勝

参　　   与 大間秀夫 大西栄一郎 泉田良雄 土橋美津子 C1組 C2組

大会委員長 渡部仁志 1 スパーキー　 スパーキー　

同副委員長 佐藤　猛 小川秋男 小原文子 古田幸輔 髙橋敏明 2 とどろき　Ｃ とどろき　Ｃ

総務委員長 竹内　孝 3 ヤシキング ヤシキング

同副委員長 光宗光子 松本博臣 小林智子 長瀬博美 須藤美和

競技委員長 上野嘉信 【　レディース　】　
同副委員長 今村直彦 石原　智 松浦圭三 E　コート　(短） Ｆ　コート　(長）

審判委員長 小北好博 L１組 B４組

同副委員長 伊藤和子 大平絵美 増岡真一 山田宣延 1 Kokuryu ドリーミング

2 とどろき　レモン South

会場担当役員 役員の集合時間　　８時45分 3 Craque とどろき　K
役割 会場責任者 競技委員長 審判委員長 総務委員長 会場設営 4 あじまる

氏名 竹内　孝 佐藤　猛 松浦圭三 長瀬博美 全チーム リンク戦 リーグ戦

◇審判 ◇表彰

令和1年度（公財）日本バレーボール協会制定ソフトバレーボール競技規則を準用する 　＊トリムA、B＆ﾚﾃﾞｨｰｽは　順位別の１位、２位を表彰する

◇競技 　＊トリムCは　１位　を表彰する

＊全て３セットマッチ２セット先取(ジュー有）したチームを勝ちとする

ジュースの場合　２点リードチーム又は１７点を先取したチームがセットの勝ちとする ◇試合順序・審判

３セット目は８点から開始する  ・各コートの試合順は　別紙を参照（各コートに掲示）

・トリムAは、予選は５チームのリーグ戦とする　   ・競技者の人数により審判が出来ないチームもありますので他のチームが補助審判で協力をお願いします

決勝は上位４チームのリンク戦、他は交流戦とする

・トリムBは、予選は５チームのリーグ戦とする　 ＊ コート設営は参加者の皆さんでご協力願います。

決勝は上位４チームのリンク戦、他は交流戦とする ＊ 荷物、ドリンクはロングシートの上に置いてください

・トリムCは、予選なしで３チームのリーグ戦を２回行う ＊ その他、施設使用上の注意を厳守してください

その後は交流戦とする ＊ ごみは、各チームがすべて持ち帰って下さい
・レディースは、予選は３チームのリーグ戦、４チームのリンク戦とする　１次・２次予選とする ＊ 会場の駐車場は、特に確保していませんので、車でお越しの方はチームで１台に留めるように

決勝は上位３チームのリーグ戦、他は交流戦とする ご協力お願いします　但し、駐車場は有料になります

令和 元年度　川崎バレーボールフェステバル大会

E　F　コート　(短　長）


