
第 28 回関東大学ビーチバレーボール男女選手権大会 

兼 第 33 回全日本ビーチバレーボール大学選手権大会 

ビーチバレーボール・ジャパン・カレッジ 2021 予選会 

  

開催要項 

 

主  催   一般財団法人関東大学バレーボール連盟 

主  管   一般財団法人関東大学バレーボール連盟  

後  援   一般財団法人神奈川県バレーボール協会（予定） 

神奈川県ビーチバレーボール連盟 (予定) 

                      公益財団法人藤沢市みらい創造財団、藤沢市バレーホール協会 (予定) 

社団法人藤沢市観光協会 (予定) 

協  賛   （株）モルテン (予定) 、（株）ミカサ (予定) 

 

Ⅰ、大会日程 

１、開催期間    ２０２１年７月１０日（土）～７月１１日（日） 両日とも雨天決行 

 

２、会 場     ７月１０日（土）神奈川県立湘南海岸サーフビレッジ（藤沢市鵠沼海岸１-１７-３） 

          ７月１１日（日）神奈川県立湘南海岸サーフビレッジ（藤沢市鵠沼海岸１-１７-３） 

 

３、開会式     コロナウイルス感染症対策のため行わない。 

 

４、代表者会議   場所：Zoom  （YouTube で配信予定） 

未定         

 

５、抽選会     場所：Zoom  （YouTube で配信予定） 

未定      女子     

男子     

 

６、試合開始時間   ７月１０日（土） 試合開始  １０：３０～ 

１１日（日） 試合開始  １０：００～ 

 

７、表彰      決勝戦終了後 神奈川県立湘南海岸サーフビレッジ 

＜表彰＞ 1 位 表彰状 金メダル  

                2 位 表彰状 

 

8、閉会式     コロナウイルス感染症対策のため行わない。 

 

9、流行性疾患及び   (1) 新型コロナウイルス感染症への対策について公益財団法人日本バレーボール 

災害時の対応     協会による「ビーチバレーボール競技にかかわる大会等再開時のガイド 

ライン・大会開催時の留意点」を遵守すること 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策として大会関係者に以下の取り組みを定める。 



○2 週間前からの健康チェックを行い当日受付にて提出すること。 

○厚生労働省が推奨する新型コロナウイルス接触アプリ「COCOA」を 

インストールしておくことを推奨する 

(3) 大会前後のインフルエンザ・コロナウイルス等の流行性疾患の場合は 

速やかに学連に報告すること 

※大会期間中、コロナウイルス感染者が確認された場合、保健所の指示に 

従い、 保健所からの許可が下りれば大会の参加を認める。また濃厚接触者 

を確認し、 陽性の場合は保健所の指示に従い保健所から許可が下りれば 

大会の参加を認める。陰性だった場合は、陰性が確認されて 2 週間該当者 

は出場停止とする。 但し、所属大学からの指示がある場合は、所属大学 

の決定に準ずること。  

各大学の状況を見ながら、中止や延期の判断を決定する。 

 

 

Ⅱ、本大会参加資格 

1、チーム参加資格   

以下の条件を満たしていること。 

１) ２０２１年度一般財団法人全日本大学バレーボール連盟に登録されていること。 

２）JVA 個人登録（MRS）の登録者であること。 

      ３) 出場チーム数は１大学男女各 3 ペアまでとする。  

（但し、昨年度全日本ビーチバレーボール大学選手権大会ベスト４のペアがいる大学は当該ペ

ア+３ペアまで出場枠を増やすことができる。） 

４) ペアは同一大学であること。 

      ５) ペアの一人が日本国籍を有すること。 

            ６）感染症対策を講じていること。 

 

 

Ⅲ、競技・審判 

１、 競技規則  

２０２１年(公財)日本バレーボール協会 2 人制ビーチバレーボール競技規則による。 

      １) 監督のベンチ入りは認めるが、下記のいずれかの資格を有する者とする。 

        （公財)日本スポーツ協会 

         コーチ１、コーチ２、コーチ３、コーチ４ 

２）監督の途中参加が予想される際は試合前に審判・学連委員にあらかじめ申し出ること。 

途中参加はその都度できる。 

（但し、監督は副審に許可を取ってセット間にサインをし、次のセットから監督としての 

役割ができる。） 

 

2、チーム構成  

      選手は 2 名とする。 

（但し補欠選手として 1 名の登録を認める。変更は代表者会議までとする。） 

 

 



3、競技方法   

１) 試合形式 

全試合２１点３セットマッチ（３セット目は１５点） 

（１０日（土）は２３点打ち切りとし、１１日（日）は２点差がつくまで行う。） 

 

4、試合使用球    

１) 本大会は、男子（株）モルテン製(V5B5000)、女子（株）ミカサ製(VLS300)を使用予定。 

２) 本大会は１ボールシステムで行う。 

    

5、競技に関する設定時間 

１) 前の試合終了１０分後にプロトコールにはいる。 

（但し、男女決勝戦、3 位決定戦は男女準決勝終了４０分後に開始とする。） 

２) 前試合終了から次のプロトコール開始までの具体的な時刻は学連委員、または審判員から該 

当チームに通知する。 

３) チームが正当な理由なしにプロトコール終了までに競技場に現れない場合は、不戦敗を 

宣告される。その為、会場には余裕を持って到着しておくこと。また、試合の進行状況に 

よっては、コートを変更して行う場合もあるので、他のコートの進行状況にも注意しておく 

こと。 

  

 6、公式練習 

      １) 公式練習は試合開始前に試合が行われるコートで、合同 5 分間の公式練習が与えられる。 

      ２) 公式練習には、有効に登録された監督以外の参加は認めない。 

 

 7、競技中断 

      １) チームは 1 セットにつき 1 回のタイムアウトが認められる。 

      ２) テクニカルタイムアウトは第１・２セットで両チームの得点合計が２１点に達したとき 

に３０秒間のテクニカルタイムアウトが与えられる。 

      ３) 試合中に競技者が負傷した場合、その競技者に 1 試合につき 1 度だけ、最大 5 分間のメデ 

ィカルタイムアウトが与えられる。負傷した競技者が回復しない場合はそのチームを不戦敗 

とする。 

 

8、競技者の服装 

      １) ２０２１年度（公財）日本バレーボール協会競技要項による「ユニフォーム」に凖拠したもの 

を着用すること。 

      ２) 必ずペアで同型同色同メーカーの水着またはタンクトップを着用すること。 

      ３) 男子は裾が膝上 10 ㎝以上でタンクトップを着用すること。また、女子についてはインドアの 

ユニフォームの形式でも良い。 

      ４) 競技者番号はユニフォームの胸または背に表記すること。ユニフォームに競技者番号が入っ 

ていない場合は腕に大きく明記すること。 

      ５) 大会初日のユニフォームチェックを通過しても、プロトコールのチェックの際に規定を満た 

していなければ没収試合とする 

      ６) 砂の温度が非常に高くなる恐れがあるため、サンドソックスなどの使用を適宜認める。 

      ７) ユニフォームに広告を表記する場合は、事前に（公財）日本バレーボール連盟競技要項による

「ユニフォーム広告に関する規定」に沿った申請をする必要がある。 



        ※申請については（一財）関東大学バレーボール連盟が責任をもって申請するため必要書類 

を学連事務局に郵送すること。 

 

9、当日エントリー 

        大会 1 日目の受付時間 8 時４５分～9 時１５分に選手は、受付(ユニホームチェックを含む) 

        を済ませること。 

 

10、学生役員 

１) ラインジャッジ 2 名は参加チームの分担で行う。(得点表示に関しては最終試合のみ) 

      ２) 大会 1 日目の第 1 試合のオフィシャルは、第 3 試合のペアが行う。 

        トーナメント上 ： ラインジャッジ ２名 

           〃  下 ：      点字 ２名 

第３試合目以降は敗退したペアが次の試合のラインジャッジを行う。 

      ３) 準決勝及び決勝戦は学連スタッフが行う。 

      ４) パレオの着用は認めない。ハーフパンツ等を着て行うこと。 

        ① 共通注意事項    担当する試合のプロトコールまでに記録席に集合すること。 

        ② ラインジャッジ  審判の一員として正確なジャッジをし、途中交代は出来ない。 

 

 

Ⅳ、その他 

      １) 今大会において代表権を得たチームを全日本ビーチバレーボール大学選手権大会に推薦する。 

        予選会の結果をもとにビーチバレーボール委員長より、前年度ベスト 4 枠と関東学連基本枠に 

チームが推薦される。枠については検討中である。 

      ２) 本大会に出場し、全日本ビーチバレーボール大学選手権大会に推薦されたチームは特別な理 

由がない限り、出場を拒否できない。 

３) １大学から複数のチームの参加を認めるが「全日本ビーチバレーボール大学選手権大会」へ 

  の出場権は１大学 2 チームとなっているため、好成績を残したチームであっても出場権を得 

  られない場合がある。 

      ４) 怪我・疾病の場合は、応急手当は行うが、それ以降の処置は参加大学が責任をもって行うもの

とする。 

      ５) すべての日程において、会場の清掃活動を行うこと。参加選手・役員は必ず参加すること。 

６) 本大会に関する問い合わせ先 

        （一財）関東大学バレーボール連盟 

         〒１０１－００３５ 

          東京都千代田区神田紺屋町４６ 風月堂ビル４０５号室 

          コロナウイルス感染症による事務所閉鎖によりメールでのみとする。 

          E-mail：beach@juvf.jp 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:beach@juvf.jp


Ⅴ、大会申込 

１、 大会申込必要書類 

※エントリー提出にあたり、開催要項を熟読し了承の上で書類を提出すること。 

１) 参加申し込み書 

＜必ず、カラー顔写真（3×4）を張付すること（写真には裏に大学名、氏名を必ず記入する 

こと）＞ 

        ※補欠選手がいる場合は必ず記入し記入漏れがないようにする。 

連絡先は携帯電話番号を記入すること 

      ２) 全日本大学バレーボール連盟の登録原簿のコピー（登録選手が載っているもの) 

      ３) ６ヶ月以内の健康診断書（補欠選手も診断書を必ず提出すること） 

      ４) 振込明細書（参加料）のコピー 

      ５) 申し込み先  

〒１０１－００３５ 

             千代田区神田紺屋町４６ 風月堂ビル４０５号 

             一般財団法人関東大学バレーボール連盟  

             ビーチバレーボール担当 井上青太郎 宛     

２、参加料   

１) １チーム８，０００円（５月２７日までに指定口座に振り込み） 

チーム名、性別を明記すること。 

         （例）男子→M〇〇ダイガク〇〇・〇〇ペア   

女子→F○○ダイガク○○・○○ペア 

      ２) 振込先：三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金 口座番号 1954081  

            一般財団法人関東大学バレーボール連盟  

 

            ※一度振り込まれたお金は返金いたしません。  

 

３、申し込み締め切り日：5 月２７日（木） 必着 


