
 
 

第５７回近畿地区国立大学体育大会（バレーボール）実施要項 

 

〔１〕競技日程  令和元年１２月７日（土）～８日（日）２日間 

 

〔２〕競技会場  大阪大学体育館（吹田キャンパス） 

         〔大阪府吹田市山田丘１－１〕 

 

〔３〕競技次第 

   １．開会式 １２月７日（土）９：３０～ 

開会の辞      競技委員長 

優勝杯返還     前年度優勝大学主将 

選手宣誓      開催大学主将 

            大会進行上の注意  学生委員 

            競技上の注意    学生審判代表 

 

   ２．競技  １２月７日（土）  第一試合１０：００プロトコール 

            ８日（日）  第一試合１０：００プロトコール 

 

   ３．競技終了 

   ４．閉会式    

 成績発表      競技委員長 

            表彰        競技委員長 

            閉会の辞      競技委員長 

 

〔４〕大会役員 

    競技委員長   山本 忠志（兵庫教育大学） 

    専門委員    島本 英樹  （大阪大学） 

  総務委員  臼井 隆弘、西村 直美、高橋 寿明、 

長谷川敬樹、西中 大起、増岡 美樹  （兵庫教育大学） 

 

             

〔５〕学生役員     

   学生委員     （兵庫教育大学） 

   総務係     新居 駿太  柴垣 千尋 

   受付係     鈴木里緒華  髙木 淑乃 

    競技係     遠藤 充輝  相良 芽育 

    記録係     柴崎  澪  松下 莉子 

    救護係     小林 光夏  福井 優月 

 

 

 



 
 

〔６〕実施要項 

１．参加申込 締切期日 令和元年１０月１８日（金） 

  （１）申込先・・・〒673-1494 兵庫県加東市下久米 942-1 

                     兵庫教育大学学生支援課（TEL： 0795-44-2051) 

  （２）参加資格 

    （ア）本大会規程第１３条適用 

    （イ）選手は医師の診断により大会参加が適当と認められた者で、当該大学長の承

認のある者に限る。 

  （３）参加人数・・・１大学男女別に各１チームとし、全員参加申込できる。 

  （４）申込方法・・・所定の依頼方法（参加申込み）により提出すること。 

 

 ２．競技方法等 

  （１）試合方法 

    （ア）６人制 

    （イ）トーナメント形式とし、３位決定戦を行う。また、１回戦の敗者チームによ

る試合は行わない。 

     （ウ）試合は３セットマッチとし、すべてのセットにラリーポイント制を実施する。

（１、２セット目・・・２５点、３セット目・・・１５点） 

（エ）公式練習は５分間とする。 

    （オ）セットの勝者：１つのセットは、最小限２点差をつけて２５点を先取したチ

ームが勝者となる。２４対２４〔１４対１４〕の同点になった場合、競技は

２点リードに達するまで続行される。 

    （カ）タイム・アウト：１回のタイム・アウトは３０秒間とする。 

    （キ）セット間：すべてのセット間は３分間とする。 

  （２）試合規則・・・上記（１）に記したものを除き、現行の（公財）日本バレーボー

ル協会６人制国際競技規則による。 

 

 ３．シード 前回大会の１位、２位をシード校とする。 

  

４．表彰  ３位までとする。 

  

５．その他 

（１）大会両日とも試合開始前に競技委員長、専門委員及び学生審判代表が競技方法に

ついて確認を行うものとする。 

  （２）参加申込者に変更があるときは、大会３日前までに、大会事務局へ届け出ること。 

（３）試合開始予定時刻より１０分前に集合しないときは棄権とみなす。 

 （４）棄権する場合は、試合開始の３日前までに大会事務局及び相手校に連絡すること。 

     ２日目第二試合の両チームは、第一試合の補助役員のため、各チーム５人は 

９：４５に集合すること。 

  （５）開場は両日とも９：００とする。 

 



 
 

試合規定 
 

１．試合方法・試合規則は前述の通りとする。 

２．審判は、学生審判で実施する。 

３．審判・補助役員は、主審１人、副審１人、線審４人、得点係２人、ＩＦ２人の計１０人

とする。両チームの間で特に相談のない場合は、以下の各チーム５人ずつ補助役員を出

すこと。 

大会１日目：前試合の両チーム（第１試合時は第３試合の両チーム） 

大会２日目：試合をしていない２チーム 

４．使用球は、（公財）日本バレーボール協会検定級５号（男子：キカサ、女子：ミカサ）と

する。 

５．参加申込選手の当日変更は認めない。 

６．ベンチ入りができる者は、監督、選手、コーチ、マネージャー及びトレーナーとする。 

７．試合開始時間について、プロトコールを以下の通りとする。 

大会１日目：前試合終了２０分後 

大会２日目：第二試合・・・第一試合終了２０分後 

第三試合（三位決定戦）・・・第二試合終了２０分後 

第四試合（決勝戦）・・・第三試合終了２０分後 

 ただし、いずれの場合も、大会当日の状況によって、試合開始時間を変更することがある。

その場合は、両チームの代表者に、大会本部より連絡する。 

 

総合優勝制度得点 

1 位-１０点、2 位-７点、3 位-５点、4 位-４点 

ただし、同順位の場合は、下位順位の得点との合計を平均する。 



試合開始
　　　　　　　12月7日（土）　10：00～　　 コート　　①～⑤
　　　　　　　12月8日（日）　10：00～ コート　　（1）～（4）

第2日目

　　12月8日（日）

第1日目

　　12月7日（日）

　　○印はシード校を示す（前回大会１位、２位）

組  合  せ

　3位決定戦

　

　※第1試合の審判・補助役員は、第4試合の両チームから出してください。
　　第2試合以降は、前試合の両チームからお願いします。
    大会2日目は、試合をしていない2チームからお願いします。
　　大会2日目の第2試合の両チームは、第1試合の審判・補助役員のため、
　　各チーム5名は9：45に集合してください。
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第５７回近畿地区国立大学体育大会（バレーボール競技・男子） 審判員割当表

対戦 奈良教育大学 大阪大学 京都工芸繊維大学 京都教育大学 和歌山大学 兵庫教育大学 神戸大学 滋賀大学 大阪教育大学 ①の勝者

主審（１名） 神戸大学 主審（１名） 奈良教育大学 主審（１名） 京都工芸繊維大学 主審（１名） 和歌山大学 主審（１名） ➃の敗者

副審（１名） 神戸大学 副審（１名） 奈良教育大学 副審（１名） 京都工芸繊維大学 副審（１名） 和歌山大学 副審（１名） ➃の敗者

得点係（２名） 神戸大学 得点係（２名） 奈良教育大学 得点係（２名） 京都工芸繊維大学 得点係（２名） 和歌山大学 得点係（２名） ➃の敗者

線審（２名） 滋賀大学 線審（２名） 大阪大学 線審（２名） 京都教育大学 線審（２名） 兵庫教育大学 線審（２名） 兵庫教育大学

ＩＦ（４名） 滋賀大学 ＩＦ（４名） 大阪大学 ＩＦ（４名） 京都教育大学 ＩＦ（４名） 兵庫教育大学 ＩＦ（４名） 兵庫教育大学

対戦 ⑤の勝者 ②の勝者 ③の勝者 ➃の勝者 （１）の敗者 （２）の敗者 （１）の勝者 （２）の勝者

主審（１名） ③の勝者 主審（１名） ⑤の勝者 主審（１名） （１）の勝者 主審（１名） （１）の敗者

副審（１名） ③の勝者 副審（１名） ⑤の勝者 副審（１名） （１）の勝者 副審（１名） （１）の敗者

得点係（２名） ③の勝者 得点係（２名） ⑤の勝者 得点係（２名） （１）の勝者 得点係（２名） （１）の敗者

線審（２名） ④の勝者 線審（２名） ②の勝者 線審（２名） （２）の勝者 線審（２名） （２）の敗者

ＩＦ（４名） ④の勝者 ＩＦ（４名） ②の勝者 ＩＦ（４名） （２）の勝者 ＩＦ（４名） （２）の敗者

1回戦 2回戦

①　第一試合 ②　第二試合 ③　第三試合 ④　第四試合

12月8日（日）
審判

（３）　三位決定戦 （４）　決勝戦

⑤　第五試合

12月7日（土）
審判

会場：大阪大学吹田C
（閉会式）

3回戦 3回戦

（１）　第一試合 （２）　第二試合

会場：大阪大学吹田C
（開会式）

1回戦 1回戦 1回戦



第５７回近畿地区国立大学体育大会（バレーボール競技・女子） 審判員割当表

対戦 滋賀大学 神戸大学 兵庫教育大学 奈良女子大学 和歌山大学 大阪大学 奈良教育大学 京都教育大学 大阪教育大学 ①の勝者

主審（１名） 奈良教育大学 主審（１名） 滋賀大学 主審（１名） 兵庫教育大学 主審（１名） 和歌山大学 主審（１名） 兵庫教育大学

副審（１名） 奈良教育大学 副審（１名） 滋賀大学 副審（１名） 兵庫教育大学 副審（１名） 和歌山大学 副審（１名） 兵庫教育大学

得点係（２名） 奈良教育大学 得点係（２名） 滋賀大学 得点係（２名） 兵庫教育大学 得点係（２名） 和歌山大学 得点係（２名） 兵庫教育大学

線審（２名） 京都教育大学 線審（２名） 神戸大学 線審（２名） 奈良女子大学 線審（２名） 大阪大学 線審（２名） ➃の敗者

ＩＦ（４名） 京都教育大学 ＩＦ（４名） 神戸大学 ＩＦ（４名） 奈良女子大学 ＩＦ（４名） 大阪大学 ＩＦ（４名） ➃の敗者

対戦 ⑤の勝者 ②の勝者 ③の勝者 ➃の勝者 （１）の敗者 （２）の敗者 （１）の勝者 （２）の勝者

主審（１名） ③の勝者 主審（１名） ⑤の勝者 主審（１名） （１）の勝者 主審（１名） （１）の敗者

副審（１名） ③の勝者 副審（１名） ⑤の勝者 副審（１名） （１）の勝者 副審（１名） （１）の敗者

得点係（２名） ③の勝者 得点係（２名） ⑤の勝者 得点係（２名） （１）の勝者 得点係（２名） （１）の敗者

線審（２名） ④の勝者 線審（２名） ②の勝者 線審（２名） （２）の勝者 線審（２名） （２）の敗者

ＩＦ（４名） ④の勝者 ＩＦ（４名） ②の勝者 ＩＦ（４名） （２）の勝者 ＩＦ（４名） （２）の敗者

12月7日（土）
審判

会場：大阪大学吹田C
（開会式）

1回戦 1回戦

①　第一試合 ②　第二試合

3回戦 3回戦

12月8日（日）
審判

会場：大阪大学吹田C
（閉会式）

（１）　第一試合 （２）　第二試合

2回戦

⑤　第五試合

（３）　三位決定戦 （４）　決勝戦

1回戦 1回戦

③　第三試合 ④　第四試合



 令和元年 11 月 2９日 

 

近畿地区国立大学体育大会 

  参加競技団体代表者 各位 

 

                                  第 57 回近畿地区国立大学体育大会 

                                   「バレーボール」競技大会事務局 

兵庫教育大学 学生支援課 

 

 

第 57 回近畿地区国立大学体育大会での全般的な注意事項 

 

大会開催にあたり，下記のとおりお知らせしますので，遺漏のないようお願いいたします。 

 

記 

 

１． 棄権は相手校に大変迷惑をかけますので，特別な事由がない限り，避けてください。 

 

２． 登録選手等の変更・追加は，大会 3 日前までに，貴学の事務担当者を通じて，大会事務

局に申し出てください。 

 

３． 競技会場（体育館）への入場は各日９：００からとなります。 

 

４． 参加者は，必ず健康保険証を持参してください。（コピー不可） 

 

５． ゴミ等は，各大学で責任を持って，持ち帰ってください。 

学内の食堂や売店の営業時間は下記のとおりですので，適宜ご利用ください。 

 

・大阪大学吹田キャンパス 本部前福利会館２階食堂「鯨屋」 

７日（土）8:00～15:00(L.O.14:30) 

      ・大阪大学吹田キャンパス 本部前福利会館１階喫茶・軽食「ひだまり」 

        ７日（土）11:00～14:00 

      ・大阪大学吹田キャンパス 本部前福利会館 書籍・売店 

        ７日（土）11:00～14：00 

      ・大阪大学吹田キャンパス セブン-イレブン（ポプラ通り福利会館内） 

        ７日（土）8:00～21:00 

※８日（日）は，学内店舗が休業しておりますので，ご承知おきください。 

 

６． 貴重品の管理は，各大学で責任を持って行ってください。 

絶対に荷物を放置しないでください。 

 

７． 駐車場に限りがありますので，会場へはできるだけ公共交通機関を利用してください。 

 



８． 優勝カップ（男子：大阪教育大学，女子：大阪教育大学）は，大会初日に持参してください。 

 

9.    実施要項を熟読の上，遺漏がないようお願いいたします。 

 

10.   体育館の下駄箱に限りがありますので，靴を入れる靴袋をご持参ください。 

 

11.   競技場周辺及び公共交通機関等では，一般の方の迷惑とならないよう，節度を持って 

行動してください。 

 

12.   本大会に関する問い合わせは，できるだけ，貴大学の事務担当者を通してください。 

 

 

（大会事務局連絡先） 

兵庫教育大学学生支援課学生支援チーム 

TEL：0795-44-2050，FAX：0795-44-2049 

E-mail：office-gakusei-t@ml.hyogo-u.ac.jp 

【会 場】 

 大阪大学吹田キャンパス体育館 

 吹田市山田丘１－１ 

 



荒天時等の競技運営措置について 

 

１．荒天時の場合の措置について 

台風、落雷等の荒天時における競技実施について、当該種目の競技委員長、審

判及び学生委員で協議の上、実施の可否を決定し、中止の場合は、当該種目の学

生委員がその旨を大会事務局及び当該種目の参加大学（競技申込書に記載の連絡

先）へ速やかに連絡する。 

 

２．大気汚染発生時の措置について 

光化学スモッグ注意報等の大気汚染発生時は競技を中断し、競技実施の可否に

ついて、競技委員長、審判及び学生委員で協議し、その結果を学生委員が速やか

に大会事務局へ連絡する。 

なお、注意報等の内容により、次のとおり措置する。 

＊注意報・・・できる限り競技を中止する。 

＊警 報・・・競技を中止する。 

 

３．公共交通機関の遅延が発生した場合の措置について 

状況把握の上、当該種目の競技委員長、審判及び学生委員で協議の上、対応を

決定する。復旧の見込みがなく中止する場合は、当該種目の学生委員がその旨を

大会事務局及び当該種目の参加大学（競技申込書に記載の連絡先）へ速やかに連

絡する。 

 

６．その他の不測の事態が発生した場合の措置について 

競技を中断し、その状況を把握し、学生委員が速やかに大会事務局へ連絡する。

また、当該不測の事態による競技実施の可否について、競技委員長、審判及び学

生委員で協議し、その結果を学生委員が速やかに大会事務局へ連絡する。 


