平成27年4月5日
第２７回全国健康福祉祭（ねんりんピック）大阪府・大阪市予選会 開催要項
１.目 的

生涯スポーツの一環として、地域の人達が共にバレーボールを楽しめる機会を提供することによって体力
の向上、地域社会の親善を図り、ソフトバレーを通してバレーボールの普及・振興に寄与するとともに
全国健康福祉祭（ねんりんピック）の大阪府および大阪市代表チームを選考する。
２.主 催
大阪府バレーボール協会
３.主 管
大阪府ソフトバレーボール連盟
４.オフィシャルボール ㈱モルテン
５.期 日
平成27年 5月17日（日） 9時～17時
６.会 場
武田薬品大阪体育館 （阪急電鉄十三駅下車、北西約300ｍ）
７.内 容
9：00～ 9:15
受付
9：15～ 9:45
組み合わせ抽選
9：45～10:00
開始式
８.参加資格 大阪府ソフトバレーボール連盟に登録チーム及び登録外チーム。
９.競技規則
① 公益財団法人日本バレーボール協会制定の『2015年度ソフトバレーボール競技規則』による。
② 本大会の使用球は公益財団法人日本バレーボール協会制定の認定球『モルテン製』とする。
③ 1チームは監督1名、競技者8名以内の合計9名以内で構成する。
10.実施種別
ねんりんの部 ; 60歳以上の男女各2名。
競技はすべて４名で行われるが、競技中コートの中には、規定の競技者が常に存在しなければな
らない。 ※チーム構成は、監督１人、選手８人（男女各３人以上、４人以内。エントリー８人以内。
監督は選手を兼ねることができるが、その場合は選手としてもエントリーすること。）年齢にあって
は平成28年4月1日時点で60歳以上である人（昭和31年4月1日以に前生まれた人）
12.出場資格
大阪市予選会にあっては、参加者は大阪市在住者に限る。
大阪府予選会にあっては、大阪府在住者に限るが、大阪市、堺市在住者は除く。
13.参加料
登録チーム3,000円。 登録外チーム5,000円。
14.申込み・問い合わせ先
参加申込書、返信用ハガキ（返信宛名とチーム名記入のこと）と大阪府ソフトバレー連盟加盟チームはJVA MRS
チーム加入選手一覧（年齢算出基準は平成28年4月1日で作成のこと）を同封の上、4月13日〜4月24日の間
に下記まで送付してください。
○ 申込み先（FAXでの申込みは不可）
〒571-0002 大阪府門真市岸和田３－３２－９
松本 勝浩（まつもと かつひろ） あて TEL 090-9153-8576

15.その他
① 参加決定は各チーム代表者に返信用ハガキで連絡いたします。
② 棄権防止と相互審判のため、条件が適合する競技者６名以上でエントリーして下さい。但し、やむを
得ずメンバーが揃わない場合は、６人目は審判員の帯同でも可とする。
③ 試合には監督章、キャプテン章を着けて臨むこと。
④ 公式記録用のオーダー用紙は5部作成し、大会当日必ず持参して下さい。
⑤ 試合は相互審判とするので、リーダー資格取得者（または当連盟ルール伝達講習会受講者）は
ワッペン（受講証）を着用すること。また、長笛、短笛をご用意下さい。
⑥ 大会期間中に発生した事故については応急処置のほか主催者は責任を負いません。また、会場内の応援
者等すべてのチーム関係者の事故に関しても主催者および施設管理者は一切の責任を負いません。
⑦ 会場には駐車場がないため、車での来場は厳禁します。また、周辺路上での駐車も厳禁します。
来場は公共の交通機関を利用願います。
＜全国大会＞
第28回全国健康福祉祭（ねんりんピック）
平成27年10月17日～10月19日 山口県周南市
以上

平成27年4月5日
平成２７年度近畿ソフトバレー・フェスティバル大会 トリムフリーの部
大阪府予選会 開催要項
１.目 的

生涯スポーツの一環として、地域の人達が共にバレーボールを楽しめる機会を提供することによって体力
の向上、地域社会の親善を図り、ソフトバレーを通してバレーボールの普及・振興に寄与するとともに
近畿ソフトバレー・フェスティバルの大阪府代表チームを選考する。
２.主 催
大阪府バレーボール協会
３.主 管
大阪府ソフトバレーボール連盟
４.オフィシャルボール ㈱モルテン
５.期 日
平成27年 5月17日（日） 9時～17時
６.会 場
武田薬品大阪体育館 （阪急電鉄十三駅下車、北西約300ｍ）
７.内 容
9：00～ 9:15
受付
9：15～ 9:45
組み合わせ抽選
9：45～10:00
開始式
８.参加資格 大阪府ソフトバレーボール連盟に登録されたチームで、選手は公益財団法人日本バレーボール協会個人登録
を完了していること。
９.競技規則
① 公益財団法人日本バレーボール協会制定の『2015年度ソフトバレーボール競技規則』による。
② 本大会の使用球は公益財団法人日本バレーボール協会制定の認定球『モルテン製』とする。
③ 1チームは監督1名、競技者8名以内の合計9名以内で構成する。
10.実施種別 トリムフリーの部 ； 18歳以上の男女各2名。
選手エントリーは8名以内とし、男性4名以内と女性4名以内の計8名以内。なお、年齢にあっては
平成28年4月1日に規定年令に到達していること。
11.参加料
3,000円
12.申込み・問い合わせ先
参加申込書、返信用ハガキ（返信宛名とチーム名記入のこと）とJVA MRSチーム加入選手一覧（年齢
算出基準は平成28年4月1日で作成のこと）を同封の上、4月13日〜4月24日の間に下記まで送付して
ください。
○ 申込み先（FAXでの申込みは不可）
〒571-0002 大阪府門真市岸和田３－３２－９
松本 勝浩（まつもと かつひろ） あて TEL 090-9153-8576

13.その他
① 参加決定は各チーム代表者に返信用ハガキで連絡いたします。
② 棄権防止と相互審判のため、条件が適合する競技者６名以上でエントリーして下さい。但し、やむを
得ずメンバーが揃わない場合は、６人目は審判員の帯同でも可とする。
③ 試合には監督章、キャプテン章を着けて臨むこと。
（貸出し有り）
④ 公式記録用のオーダー用紙は４部作成し、大会当日必ず持参して下さい。
⑤ 試合は相互審判とするので、リーダー資格取得者（または当連盟ルール伝達講習会受講者）は
ワッペン（受講証）を着用すること。また、長笛、短笛をご用意下さい。
⑥ 大会期間中に発生した事故については応急処置のほか主催者は責任を負いません。また、会場内の応援
者等すべてのチーム関係者の事故に関しても主催者および施設管理者は一切の責任を負いません。
⑦ 会場には駐車場がないため、車での来場は厳禁します。また、周辺路上での駐車も厳禁します。
来場は公共の交通機関を利用願います。
＜近畿ブロックフェスティバル＞
平成 27 年度近畿ソフトバレー・フェスティバル

平成 27 年 9 月 13 日

滋賀県近江八幡市

平成27年4月5日
平成２７年度全国ソフトバレー・ファミリーフェスティバル
大阪府予選会 開催要項
１.目 的
生涯スポーツの一環として、地域の人達が共にバレーボールを楽しめる機会を提供することによって体力
の向上、地域社会の親善を図り、ソフトバレーを通してバレーボールの普及・振興に寄与するとともに
全国ソフトバレー・ファミリーフェステバルの大阪府代表チームを選考する。
２.主 催
大阪府バレーボール協会
３.主 管
大阪府ソフトバレーボール連盟
４.オフィシャルボール ㈱モルテン
５.期 日
平成27年 5月17日（日） 9時～17時
６.会 場
武田薬品大阪体育館 （阪急電鉄十三駅下車、北西約300ｍ）
７.内 容
9：00～ 9:15
受付
9：15～ 9:45
組み合わせ抽選
9：45～10:00
開始式
８.参加資格 大阪府ソフトバレーボール連盟に登録されたチームで、大人の選手は公益財団法人日本バレーボール協会
個人登録を完了していること。
９.競技規則
① 公益財団法人日本バレーボール協会制定の『2015年度ソフトバレーボール競技規則』による。
② 本大会の使用球は公益財団法人日本バレーボール協会制定の認定球『モルテン製』とする。
③ 1チームは監督1名、競技者8名以内の合計9名以内で構成する。
10.実施種別 ファミリーの部:コート内の競技者は、30歳以上の男女各1名と小学生の 子供2名であること。
11.参加資格 (1)大人の参加者は、公益財団法人日本バレーボール協会へ個人登録を完了していること。
(2)45 歳未満の者で、全日本 6 人制総合選手権大会、全日本 9 人制実業団選手権大会、全日本
9人制総合選手権大会、全日本6・9人制クラブカップ選手権大会、国民体育大会、Vリーグ、実
業団リーグ並びに地域リーグに出場した者は、本大会に出場できない。
(3)前回大会に選手として出場していない者を、優先して参加させること。
(4)参加者のうち 1 人以上は、公益財団法人日本バレーボール協会公認のソフトバレーボールマ
スターリーダーまたはソフトバレーボールリーダー有資格者であること。
(5)年齢にあっては平成28年4月1日に規定年令に到達していること。
11.参加料
3,000円
12.申込み・問い合わせ先
参加申込書、返信用ハガキ（返信宛名とチーム名記入のこと）とJVA MRSチーム加入選手一覧（年齢算出基
準は平成28年4月1日で作成のこと）を同封の上、4月13日〜4月24日の間に下記まで送付してください。
○ 申込み先（FAXでの申込みは不可）
〒571-0002 大阪府門真市岸和田３－３２－９
松本 勝浩（まつもと かつひろ） あて TEL 090-9153-8576

13.その他
① 参加決定は各チーム代表者に返信用ハガキで連絡いたします。
② 棄権防止と相互審判のため、条件が適合する競技者６名以上でエントリーして下さい。但し、やむを
得ずメンバーが揃わない場合は、６人目は審判員の帯同でも可とする。
③ 試合には監督章、キャプテン章を着けて臨むこと。
（貸出し有り）
④ 公式記録用のオーダー用紙は４部作成し、大会当日必ず持参して下さい。
⑤ 試合は相互審判とするので、リーダー資格取得者（または当連盟ルール伝達講習会受講者）は
ワッペン（受講証）を着用すること。また、長笛、短笛をご用意下さい。
⑥ 大会期間中に発生した事故については応急処置のほか主催者は責任を負いません。また、会場内の応援
者等すべてのチーム関係者の事故に関しても主催者および施設管理者は一切の責任を負いません。
⑦ 会場には駐車場がないため、車での来場は厳禁します。また、周辺路上での駐車も厳禁します。
来場は公共の交通機関を利用願います。
＜全国大会＞
平成27年度全国ソフトバレー・ファミリーフェスティバル平成27年7月31日～8月2日
石川県白山市
以上

