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第18回 吉田カップ沖縄製粉ビーチバレートーナメント2016
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１．開催期日 平成２８年１０月１５日（土）・１６日（日）※雨天決行
１０月１５日（土） 12:00 チーム受付（一般2人制、小学生の部）
12:45 代表者会議
13:30 予選グループ戦（小学生、一般2人制）
決勝トーナメント戦（小学生）
※小学生・中学生の部は10/15（土）のみです。
17:00 歓迎交流会（ビーチＢＢＱ専用エリア）
１０月１６日（日） 8:30

チーム受付（全種別）

9:30 開会式
10:00 予選グループ戦・決勝トーナメント
16:00 表彰式及び閉会式
２．会

場 沖縄県豊見城市 豊崎美ら
豊崎美らＳＵＮビーチ
ＳＵＮビーチ
〒901-0225 沖縄県豊見城市豊崎５－１（那覇空港から車で約１５分）
TEL 098-850-1139

http://churasun-beach.com/

３．参加資格
（１）一般の部
①２人制（男女別）
○当年度（公財）日本バレーボール協会登録規定により、日本ビーチバレー連盟Ｓクラスまたは
Ａクラスに有効に登録された者。（ＪＶＡ－ＭＲＳ個人登録）
但し、未登録でも出場できるが、ＪＶＡオフィシャルポイントは付与されません。
②４人制（男女混成）※但し「男子１名・女子３名」「女子４名」の出場も可能です。
ア．バンビ
○高校生以上の者で、バレー暦３年未満の者で構成されたチーム。
イ．バッファロー
○高校生以上の者で、バレー暦３年以上の者（1名以上）で構成されたチーム。
（２）小学生の部（６人制）
○男子のみ、女子のみ、男女混成のいずれかで構成されたチームで、同一学校でなくてもよい。
（３）中学生の部（男女別４人制）
○男子４人制、女子４人制で構成されたチームで、同一学校でなくてもよい。
（４）高校生の部（男女別３人制）
○男子３人制、女子３人制で構成されたチームで、同一学校でなくてもよい。

４．募集チーム
（１）一般の部

２人制

男子３２チーム

女子２４チーム

４人制

バンビ ２４チーム

バッファロー

（２）小学生の部 ６人制

１２チーム

（３）中学生の部 ４人制

男子１２チーム

女子１２チーム

（４）高校生の部 ３人制

男子１８チーム

女子１８チーム

２４チーム

５．参 加 料
（１）一般の部

２人制

１チーム ５,０００円 ※高校生以下は２,０００円

４人制

１チーム ６,０００円

（２）小学生の部 ６人制

１チーム １,０００円

（３）中学生の部 ４人制

１チーム １,５００円

（４）高校生の部 ３人制

１チーム ２,０００円

※銀行振り
銀行振り込み
振込みは、必
必ずチーム名
チーム名で振り込んで下
んで下さい。
さい。
指定期日までに振込みが無い場合、参加受付は致しませんので留意ください。
オキナワケン ビ

琉球銀行

西原支店
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沖縄県ビーチバレー連盟

６．競技規則 （公財）日本バレーボール協会制定ビーチバレーボール競技規則による。
但し、小学校、中学校、高校、一般４人制は一部準用して行う。
７．競技方法
（１）予選グループ戦の後、決勝トーナメント戦を行う。
①一般の部 ２人制
○予選グループ戦、決勝トーナメント戦（３位決定戦まで）
２８点１セットマッチ（３０点打切）
○決勝戦のみ３セットマッチ、２セット先取
第１･第２セットは２１点（２点差勝利）、第３セットは１５点（２点差勝利）
②小学校、中学校、高校、一般の部４人制
○予選グループ戦、決勝トーナメント戦ともに２１点１セットマッチ（２３点打切）
８．表彰及び奨励金・副賞
①一 般 の 部 ２人制 男 子 優 勝

１０万円 準優勝 ５万円 ３位 ３万円

２人制 女 子 優 勝

８万円 準優勝 ４万円

４人制 バンビ 優 勝

２万円 準優勝 １万円

ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ 優 勝

３位 ２万円

３万円 準優勝 １万５千円

②小学校の部 ６人制

優 勝・準優勝に賞状及び副賞を授与する。

③中学校の部 ４人制

優 勝・準優勝に賞状及び副賞を授与する。

④高校生の部 ３人制

優 勝・準優勝に賞状及び副賞を授与する。

９．申 込 先
【郵送の場合】

沖縄県ビーチバレーボール連盟ＨＰより所定の申込用紙をダウンロードし、必要事
項を記入して、下記まで郵送すること。
〒903-0125 西原町字上原３０８番地
我 謝 正 精

宛

【ＨＰからの場合】沖縄県ビーチバレー連盟ＨＰの「申込フォーム」に必要事項を入力して申込むこと。
（※申込後に
申込後に返信メールがない
返信メールがない場合
メールがない場合は
場合は事務局まで
事務局まで連絡
まで連絡して
連絡して下
して下さい）
さい）

ホームページアドレス

http://obvf.jimdo.com/

【問い合わせ】 沖縄県ビーチバレーボール連盟
事務局 我 謝 正 精

携帯 ０９０－３７９６－０３０７

学

携帯 ０９０－９６５３－２５０４

理事長 田 里

Ｅメールアドレス

obvf@hotmail.com

平成２
平成２８年９月３０日
３０日（金）１７：
１７：００ 必着

10．申込締切

※受付は申込と参加料の両方を確認した上で、完了とします。
11．組合わせ

主催者で厳正に本部抽選を行い、大会当日に発表します。一般の部２人制については
（公財）日本バレーボール協会のＪＶＡオフィシャルポイントによりシードを行う。

12．そ の 他
（１） 一般の部 ２人制は、ＪＶＡオフィシャルポイントが与えられます。
（２）日本ビーチバレーボール連盟選手登録者は、大会当日に登録証（ＰＤＦ版）を持参すること。
登録証は、ＭＲＳの選手マイページから印刷が可能です。
（３）審判は各チームの相互審判により行いますので、ご協力ください。
（４）天候・参加チーム数等により競技方法を変更する場合があります。
（５）当日のキャンセルについては、参加料の払い戻しはいたしません。
（６）参加選手の健康管理については、チーム及び個人の責任として受け止め、十分留意する
こと。尚、競技中の負傷については一切責任を負わないものとします。
（７）１０月１５日（土）午後５時（予定）より会場のビーチＢＢＱ専用エリアにおいて、歓迎交流会
を開催しますので、県外からの出場チームはできるだけ参加方お願いいたします。
尚、参加希望の方は大会参加申込書の記入欄に有無を記入ください。会費（１名５００円）を
大会当日、チーム受付時にお支払いください。※
※歓迎交流会への
歓迎交流会への参加
への参加は
参加は大人のみとします
大人のみとします。
のみとします。
（８）航空チケットおよび宿泊を希望される大会参加者は、下記から手配することができます。
株式会社 アット・ザ・スカイ（担当：中尾）
TEL

090-1151-4735 FAX 03-6800-3184

ホームページ

www.the-sky.jp

E-mail

nakao@the-sky.jp

【申込フォーム】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoScu-7y5HeMUrqIHYqTXOGWvm08kQHKrkePbfN0eUcwhPxw/viewform

申込フォームＱＲコードはコチラです

→

