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2016 年度日本ヘルスバレーボール連盟主催

第 13 回春季大会

1. 主

催

日本ヘルスバレーボール連盟

2. 期

日

2016 年 5 月 22 日（日）9:00～15:00

3. 場

所

キッコーマンアリーナ（メインアリーナ北面、中央面）

4. 申込期限
・ 2016 年 5 月 7 日（土）まで
・連盟ホームページより｢大会申込申請書」をダウンロードし、必要事項を入力して
helvo_renmei@yahoo.co.jp へメールにてお申込ください
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ及び体験の部に関しては運営の都合上、参加数を５チームで先着順とさせて
いただきます
5. 競技方法
・連盟ルールで行います（公式ルールブック第 4 版参照）
・試合方式については後日発表いたします
・各試合は得点制のため各コート毎に進行し、各試合のインターバルは最低 5 分取ります
（主審の判断によりインターバルの延長可）
・審判は全チームが行います。※①ホイッスルは各チームにてご準備ください
※②ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ及び体験の部は主審を主催者側で用意します
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ及び体験の部は試合形式で行いますが公式順位はつけません
6. 着用ウェアに関して
・混合の部、女子の部は試合時に着用するウェアの付番が義務となります
・付番は取り付けタイプでも OK です。ただしビブスは不可
・ 試合中の手袋の着用は禁止です
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ及び体験の部に関しては着用ウェアは自由です。付番の義務もありません
7. その他注意事項
・参加費は混合の部、女子の部は 4,000 円、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ及び体験の部は 2,000 円です
・当大会は保険等に加入しておりません。応急処置は本部で行いますが、大会時のケガ等に
おきましては各チームにて対応お願いします
・連盟ホームページ内｢資料ダウンロード」の大会出場登録票に必要事項(代表者、出場メン
バー等）をご記入いただき、大会当日の受付時に提出お願いします
・お子様を同伴の方は自己責任においてお子様の管理をお願いします。また非常口の開閉
2 階出入り口の使用は禁止とします。
・観客席後方に有料のランニングコースがあります。大会以外の利用者もいるので利用者の
妨げにならないようにご注意ください。特にお子様連れの方は注意徹底願います
・連盟加盟チームはコート設営、会場準備のご協力をお願いします
・今大会はメインアリーナの北面と中央面を使用します。南面は他の利用者がおりますので
立ち入りを禁止します
・入り口に下駄箱がありますが、数が限られているのでシューズは基本的に靴袋を持参いた
だき席までお持ちください
・審判チームは各試合の円滑な運営と公平なジャッジに努めてください
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・試合中における健康管理は各チーム各自で行ってください
・基本的にコート上での飲食は禁止しますが、ペットボトルや水筒の持ち込みは可です。観客
席は飲食可です。
・各自ゴミは必ず持ち帰ってください
・混合の部、女子の部は賞品があります。
・各部でお楽しみ抽選会がありますので閉会式までご参加ください
8. タイムスケジュール
受 付
開 会 式
試合開始
試合終了
閉 会 式

９：３０ ～ ９：５０
１０：００ ～
１０：２０
１０：３０
女子の部 14:30(予定) 混合の部 14:30(予定)
14:30 ～
※体験の部は試合終了後閉会式

体験の部 13:00(予定)

レクリエーション及び体験の部はヘルスバレーボールを始めたばかりのチーム、大会に参
加したことの無いチームも大歓迎です！連盟スタッフがサポート致します。
また各部、市外からの参加も可能です。
是非ご応募お待ちしております！
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