
2 東京都９人制選手権大会 10/18 (日) 9/18 (金) 小平市民総合体育館

3 東京都６人制優勝大会 11/23 (祝) 10/23 (金)
羽村市
スポーツセンター

4 地域連盟レディース親睦大会 12/13 (日) 11/13 (金) 稲城市総合体育館
(原則２チーム以内）

H28年
1/10 (日)

6 地域連盟家庭婦人大会 2/28 (日) 1/29 (金) 武蔵野市総合体育館

平成27年度 大会要項

大会参加申込書

 注） 変更がない限り、改めての発送は致しません。
コピー等をご利用いただきますようお願い申し上げます。

江東区
東砂スポーツセンター

1/29 (金)
5 東京都９人制優勝大会 

男子 ② 2/28 (日)

板橋区立
小豆沢体育館

女子 ① 12/11 (金)

羽村市
スポーツセンター

1 東京都６人制選手権大会

男子 ② 6/28 (日) 5/29 (金)

女子 ① 6/21 (日) 5/22 (金)

競 技 会 一 覧

№ 競 技 会 名 開催期日 申込締切 会　　場

東京都地域バレーボール連盟



東京都６人制選手権大会開催要項

1. 主催 東京都地域バレーボール連盟

2. 期日 ①女子　平成２７年６月２１日（日）

②男子　平成２７年６月２８日（日）

3. 会場 ①　女子　羽村市スポーツセンター　 羽村市羽加美1-29-5

交通 JR青梅線羽村駅より徒歩１６分

②　男子　板橋区立小豆沢体育館 板橋区小豆沢3-1-1

都営地下鉄三田線　志村坂上駅下車徒歩５分　

4. 後援 羽村市バレーボール連盟、板橋区バレーボール連盟

5. 協賛　　　 株式会社　モルテン

6. 競技方法 参加チーム数によりトーナメント戦あるいはリーグ戦とする。

7. 競技規則 2015年度（公財）日本バレーボール協会６人制競技規則に準じる。

ネット高さ　男子：２ｍ４０ｃｍ、女子：２ｍ２０ｃｍ

8. 使用球 本大会使用球は(株)モルテン製フリスタティック5号球を使用する。

9. 参加資格 平成27年度地域連盟に加盟の各区市町村連盟（協会）に登録しているチーム

及び連盟（協会）が推薦するチームとする。チーム数は問いません。

実業団・クラブ・学生も、連盟（協会）登録チーム、選手ならば可。

10. 参加費 １チーム　￥10,000-を申込み時に下記口座に振り込むこと。

振込名儀はチーム名でお願いいたします。

振込先 りそな銀行　金町支店　普通預金口座　

0273695　須川陽一朗（スガワヨウイチロウ）

11. 申込方法

12. 申込先 〒151-0066　渋谷区西原 2-13-4　　鈴木　幸代　宛　　携帯：090-8802-8818

sachiyo_halca@yahoo.co.jp　（連盟役員のメールでの申込可、その場合押印不要）

13. 申込締切 ①女子：　平成２７年５月２２日（金）必着

②男子：　平成２７年５月２９日（金）必着

14. 組合抽選 当連盟責任にて行い、結果は各チーム宛に通知します。

15. エントリー 申込み登録１８名の中から当日試合ごと１２名のエントリーとします。

当日の競技者変更はできません。背番号の変更のみ受け付けます。

チームで申込書のコピーをお持ちください。

16. 注意事項 1) チームで出たゴミは各自の責任で持ち帰るようお願いします。

2) 競技中、万一事故・怪我が発生した場合、応急処置はいたしますが責任は負い

　 かねますのであらかじめご了承ください。

3） チームのユニフォームの統一、ベンチスタッフの服装の統一をしてください。

別紙参加申込書に、区市町村連盟（協会）役員の承諾印を受けて、

参加費(振込済領収証のコピー)とあわせて下記に申し込むこと。



東京都９人制選手権大会開催要項

1. 主催 東京都地域バレーボール連盟

2. 期日

3. 会場 小平市民総合体育館 小平市津田町１-１ １

交通 西武国分寺線　鷹の台駅下車徒歩６分

4. 後援 小平市バレーボール連盟

5. 協賛　　　 株式会社　モルテン

6. 競技方法 参加チーム数によりトーナメント戦あるいはリーグ戦とする。

7. 競技規則 2015年度（公財）日本バレーボール協会９人制競技規則に準じる。

8. 使用球 本大会使用球は（株）モルテン社製フリスタティック5号球を使用する。

9. 参加資格 平成27年度地域連盟に加盟の各区市町村連盟（協会）に登録しているチーム

及び連盟（協会）が推薦するチームとする。チーム数は問いません。

実業団・クラブ・学生も、連盟（協会）登録チーム、選手ならば可。

10. 参加費 １チーム　￥10,000-を申込み時に下記口座に振り込むこと。

振込名儀はチーム名でお願いいたします。

振込先 りそな銀行　金町支店　普通預金口座　

0273695　須川陽一朗（スガワヨウイチロウ）

11. 申込方法

12. 申込先 〒151-0066　渋谷区西原 2-13-4　　鈴木　幸代　宛　　携帯：090-8802-8818

sachiyo_halca@yahoo.co.jp　（連盟役員のメールでの申込可、その場合押印不要）

13. 申込締切 平成２７年９月１８日（金）必着

14. 組合抽選 当連盟責任にて行い、結果は各チーム宛に通知します。

15. エントリー 申込み登録１８名の中から当日試合ごと１２名のエントリーとします。

当日の競技者変更はできません。背番号の変更のみ受け付けます。

チームで申込書のコピーをお持ちください。

16. 注意事項 1) チームで出たゴミは各自の責任で持ち帰るようお願いします。

2) 競技中、万一事故・怪我が発生した場合、応急処置はいたしますが責任は負い

　 かねますのであらかじめご了承ください。

3） チームのユニフォームの統一、ベンチスタッフの服装の統一をしてください。

平成２７年１０月１８日（日）

別紙参加申込書に、区市町村連盟（協会）役員の承諾印を受けて、

参加費(振込済領収証のコピー)とあわせて下記に申し込むこと。



東京都６人制優勝大会開催要項

1. 主催 東京都地域バレーボール連盟

2. 期日 平成２７年１１月２３日（祝・月）

3. 会場 羽村市スポーツセンター 羽村市羽加美1-29-5

交通 JR青梅線羽村駅より徒歩約１６分

4. 後援 羽村市バレーボール連盟

5. 協賛　　　 株式会社　モルテン

6. 競技方法 参加チーム数によりトーナメント戦あるいはリーグ戦とする。

7. 競技規則 2015年度（公財）日本バレーボール協会６人制競技規則に準じる。

ネット高さ　男子：２ｍ４０ｃｍ、女子：２ｍ２０ｃｍ

8. 使用球 本大会使用球は(株)モルテン製フリスタティック5号球を使用する。

9. 参加資格 平成27年度地域連盟に加盟の各区市町村連盟（協会）に登録しているチーム

及び連盟（協会）が推薦するチームとする。チーム数は問いません。

実業団・クラブ・学生も、連盟（協会）登録チーム、選手ならば可。

10. 参加費 １チーム　￥10,000-を申込み時に下記口座に振り込むこと。

振込名儀はチーム名でお願いいたします。

振込先 りそな銀行　金町支店　普通預金口座　

0273695　須川陽一朗（スガワヨウイチロウ）

11. 申込方法

12. 申込先 〒151-0066　渋谷区西原 2-13-4　　鈴木　幸代　宛　　携帯：090-8802-8818

sachiyo_halca@yahoo.co.jp　（連盟役員のメールでの申込可、その場合押印不要）

13. 申込締切 平成２７年１０月２３日（金）必着

14. 組合抽選 当連盟責任にて行い、結果は各チーム宛に通知します。

15. エントリー 申込み登録１８名の中から当日試合ごと１２名のエントリーとします。

当日の競技者変更はできません。背番号の変更のみ受け付けます。

チームで申込書のコピーをお持ちください。

16. 注意事項 1) チームで出たゴミは各自の責任で持ち帰るようお願いします。

2) 競技中、万一事故・怪我が発生した場合、応急処置はいたしますが責任は負い

　 かねますのであらかじめご了承ください。

3） チームのユニフォームの統一、ベンチスタッフの服装の統一をしてください。

別紙参加申込書に、区市町村連盟（協会）役員の承諾印を受けて、

参加費(振込済領収証のコピー)とあわせて下記に申し込むこと。



地域連盟レディース親睦大会開催要項

　　　　　『 各区市町連盟の運営を支えてくださいます女性役員方の親睦と交流を 

　　　　　  　深めて頂くためにこの大会を開催します。笑顔で楽しみましょう。』

1. 主催

2. 期日

3. 会場 稲城市総合体育館　メインアリーナ 稲城市長峰１ １

交通 京王線稲城駅からバス長峰行き又は若葉台駅行き

総合体育館　下車徒歩１分

4. 後援 稲城市バレーボール連盟

5. 協賛

6. 競技方法

7. 競技規則

8. 使用球

9. 参加資格

尚、親睦大会ですので、貴連盟役員・審判員もしくは大会運営などで

お手伝いされている方々で構成されたチームを希望します。

10. 参加費

11. 申込方法

12. 申込先 〒151-0066　渋谷区西原 2-13-4　　鈴木　幸代　宛　　携帯：090-8802-8818

sachiyo_halca@yahoo.co.jp　（連盟役員のメールでの申込可、その場合押印不要）

13. 申込締切

14. 組合抽選 当連盟責任にて行い、結果は各チーム宛に通知します。

15. 構成 チームは、部長・監督・コーチ･マネージャー各1名、試合ごと選手15名｡

16. その他 1) 当日の競技運営（審判）はチーム相互で行うため審判用具を持参してください｡

2) ユニホームはゼッケンも可（背番号が異なれば、不揃いでも可）

3) チームで出たゴミは各自の責任で持ち帰るようお願いします。

4) 競技中、万一事故・怪我が発生した場合、応急処置はいたしますが責任は

　 負いかねますのであらかじめご了承ください。

東京都地域バレーボール連盟

平成２７年１２月１３日（日）

株式会社　モルテン

平成２７年１１月１３日（金）必着

参加チーム数により３チーム又は４チームのリーグ戦とする。

平成27年度地域連盟に加盟の各区市町村推薦のチーム、原則２チーム以内

１チーム　8,000円（当日受付にて申し受けます。）

2015年度（公財）日本バレーボール協会９人制競技規則に準じる。

本大会使用球㈱モルテン製フリスタティック４号球を使用する。

別紙参加申込書に、区市町村連盟（協会）役員の承諾印を受けて、

下記に申し込むこと。



東京都９人制優勝大会開催要項

1. 主催 東京都地域バレーボール連盟

2. 期日 ①女子　平成２８年１月１０日（日）

②男子　平成２８年２月２８日（日）

3. 会場 ①　女子　江東区東砂スポーツセンター 江東区東砂4-24-1

交通 ②　男子　　同上 　同上

東京メトロ東西線　南砂町駅下車徒歩２０分

4. 後援 江東区バレーボール連盟

5. 協賛　　　 株式会社　モルテン

6. 競技方法 参加チーム数によりトーナメント戦あるいはリーグ戦とする。

7. 競技規則 2015年度（公財）日本バレーボール協会９人制競技規則に準じる。

8. 使用球 本大会使用球は（株）モルテン社製フリスタティック5号球を使用する。

9. 参加資格 平成27年度地域連盟に加盟の各区市町村連盟（協会）に登録しているチーム

及び連盟（協会）が推薦するチームとする。チーム数は問いません。

実業団・クラブ・学生も、連盟（協会）登録チーム、選手ならば可。

10. 参加費 １チーム　￥10,000-を申込み時に下記口座に振り込むこと。

振込名儀はチーム名でお願いいたします。

振込先 りそな銀行　金町支店　普通預金口座　

0273695　須川陽一朗（スガワヨウイチロウ）

11. 申込方法

12. 申込先 〒151-0066　渋谷区西原 2-13-4　　鈴木　幸代　宛　　携帯：090-8802-8818

sachiyo_halca@yahoo.co.jp　（連盟役員のメールでの申込可、その場合押印不要）

13. 申込締切 ①女子：　平成２７年１２月１１日（金）必着

②男子：　平成２８年　１月２９日（金）必着

14. 組合抽選 当連盟責任にて行い、結果は各チーム宛に通知します。

15. エントリー 申込み登録１８名の中から当日試合ごと１２名のエントリーとします。

当日の競技者変更はできません。背番号の変更のみ受け付けます。

16. 注意事項 1) チームで出たゴミは各自の責任で持ち帰るようお願いします。

2) 競技中、万一事故・怪我が発生した場合、応急処置はいたしますが責任は負い

　 かねますのであらかじめご了承ください。

3） チームのユニフォームの統一、ベンチスタッフの服装の統一をしてください。

別紙参加申込書に、区市町村連盟（協会）役員の承諾印を受けて、

参加費(振込済領収証のコピー)とあわせて下記に申し込むこと。



地域連盟家庭婦人大会開催要項　

1. 主催

2. 後援 武蔵野市バレーボール連盟　

3. 協賛

4. 期日

5. 会場 武蔵野市総合体育館 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20

交通

6. 競技方法

7. 競技規則

8. 使用球

9. 参加資格 平成27年度地域連盟に加盟の各区市町村連盟（協会）に登録しているチーム

及び連盟（協会）が推薦するチームとする。チーム数は問いません。

各連盟役員の方が、監督等のチーム構成員として参加下さるのが望ましい。

原則、審判は帯同審判員で行います。審判用具を持参のこと。

10. 参加費

振込先 りそな銀行　金町支店　普通預金口座　

0273695　須川陽一朗（スガワヨウイチロウ）

11. 申込方法

12. 申込先 〒151-0066　渋谷区西原 2-13-4　　鈴木　幸代　宛　　携帯：090-8802-8818

sachiyo_halca@yahoo.co.jp　（連盟役員のメールでの申込可、その場合押印不要）

13. 申込締切

14. 組合抽選 当連盟責任にて行い、結果は各チーム宛に通知します。

15. エントリー

16. 注意事項 1) チームで出たゴミは各自の責任で持ち帰るようお願いします。

2) 競技中、万一事故・怪我が発生した場合、応急処置はいたしますが責任は負い

　 かねますのであらかじめご了承ください。

3） チームのユニフォームの統一、ベンチスタッフの服装の統一をしてください。

東京都地域バレーボール連盟

株式会社モルテン

平成２８年２月２８日（日）

JR中央線　三鷹駅北口下車　徒歩１６分

１チーム　8,000円を申し込み時に下記口座に振り込むこと。

振込人氏名は、チーム名をご記入ください。

参加チーム数により３チーム又は４チームのリーグ戦とする。

申込登録１５名の中から試合毎１２名エントリーとします。

2015年度（公財）日本バレーボール協会９人制競技規則に準じる。

平成２８年　１月２９日（金）必着

本大会使用球は㈱モルテン製フリスタティック4号球を使用する

別紙参加申込書に、区市町村連盟（協会）役員の承諾印を受けて、

JR中央線三鷹駅北口　関東バス武蔵関行き等　市役所前下車徒歩２分　　　　　　　　

参加費(振込済領収証のコピー)とあわせて下記に申し込むこと。



平成27年度 大会参加申込書(共通）

○ 参加大会名に○を入れてください

↓ 開催日 締切日 ↓ 開催日 締切日

6/21 5/22 12/13 11/13

6/28 5/29 1/10 12/11

10/18 9/18 2/28 1/29

11/23 10/23 2/28 1/29

氏名： TEL：

FAX：

E-MAIL

No. 背番号 No. 背番号

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7 16

8 17

9 18

☆注　申込みの選手数は１８名ですが、試合ごとのエントリーは12名です。
当日の背番号の変更は可能ですが、選手の変更は出来ません。

家庭婦人大会は帯同審判員名を記入してください。↓

※お振込名義はチーム名でお願いします

領　収　書

様

但し、大会参加費として上記正に領収いたしました

東京都地域バレーボール連盟

会　長 　渡　辺　武　雄

男子　　：　　女子

氏名：

大会名称 大会名称

レディース親睦大会

9人制優勝大会（男子）

役職名：

6人制優勝大会 家庭婦人大会

9人制選手権大会

6人制選手権大会（女子）

6人制選手権大会（男子）

マネージャー

コーチ

チーム名称

区市町村名

チームメンバーエントリー

〒

監　督

氏　名 氏　名

キャプテン

年　　　　月　　　　日

金.

9人制優勝大会（女子）

ﾁｰﾑ代表者

連絡先
住所

帯同審判員　1 帯同審判員　2

印


