
平成２６年度 

第５回 全国ヴィンテージ 8’s バレーボール交流大会 開催要項 
 

主 催  公益財団法人日本バレーボール協会 

共 催  石垣市   石垣市教育委員会 

後 援 沖縄県 公益財団法人沖縄県体育協会 八重山郡体育協会 石垣市観光交流協会  

   （一財）沖縄観光コンベンションビューロー マスコミ各社 （予定） 

協 賛 名鉄観光サービス株式会社 

協 力 オリオンビール株式会社 

主 管 沖縄県バレーボール協会 

 

－趣 旨－ 

公益財団法人日本バレーボール協会は、高齢社会にむけた生涯スポーツの振興のための新たな試みとして、

中高齢者が誰でも手軽に親しめるよう、9人制バレーボールをベースに、8人制バレーボール「平成 26 年度第

5回全国ヴィンテージ 8’sバレーボール交流大会」を開催する。 

男性の壮年者の大会としてコートから離れていた元プレーヤーのステージとして開催する。また各部の 5歳

下の女性 3名以内と一緒にプレーすることができる。 

１．開催期間 平成２６年１１月７日（金）～１１月９日（日） 3 日間開催 

２．会  場 石垣市総合体育館    住所：〒907-0003  石垣市平得 439 番地 ℡：（0980）88-5292 

沖縄県立八重山農林高校 住所：〒907-0022  石垣市大川 477-1 番地 ℡：（0980）82-3955 

石垣市立石垣第二中学校 住所：〒907-0004  石垣市登野城 1078 番地 ℡：（0980）82-3186 

石垣市立大浜中学校   住所：〒907-0001  石垣市大浜 103 番地 ℡：（0980）82-3949 

石垣市立平真小学校   住所：〒907-0003  石垣市平得 174 番地 ℡：（0980）82-3263 

３．参加資格 次の各号に該当するチームで、各都道府県協会及び全国各ブロックの推薦のあったチームとす

る。但し、チーム編成は次のとおりとする。 

なお、本年度はＪＶＡ登録の有無については、問わない。 

(1) 男性 50 歳以上の部（平成 26 年 4月 1日現在で満 50 歳以上） 

(2) 男性 60 歳以上の部（平成 26 年 4月 1日現在で満 60 歳以上） 

(3) 女性の年齢は当該部の 5歳下まで認める 

(4) 各部とも全国各ブロックから原則各 2チーム推薦とする。24 チームの参加を認める。 

※今年度については参加チーム数及びブロック枠を対象とはしない。 

今年度より国際交流を考え、諸外国からの参加を受け入れることがある。 

４．競技規則 平成 26 年度公益財団法人日本バレーボール協会 9人制競技規則をベースに、男性 50 歳以上の

部と 60 歳以上の部で開催する。女性は当該部の 5 歳下まで認める。コートは 18×9ｍを使用

し、ネットの高さは 50 歳以上の部：2.25ｍ、60 歳の部 2.20ｍで行う。オンザコートは 8名と

し、女性の参加は 3 名まで可能とする。競技者交代の回数は各セット 8 回までとする。       

（交代の要領は原則 9人制と同様）ベンチにはチーム構成全員（選手 15 名以内）が入れる。 

５．競技方法 全試合 3セットマッチとし、3位決定戦は行わない。予選リーグ戦は 3チームリーグ戦を原則

とし、上位 2チームを決勝トーナメントに出場させる。 

  競技日程 第 1日 代表者会議・開会式 

第 2日 予選リーグ戦と決勝トーナメント 1回戦、2回戦以降の抽選会 

第 3日 決勝トーナメント 2回戦・準決勝・決勝戦、閉会式 

６．大会使用球 本大会は、株式会社ミカサ社製カラーボール 5号球(ＭＶＡ３００)を使用する。 

７．チーム構成 監督、コーチ、マネージャー各 1名及び選手 15 名以内とする。 

８．出場手続き 参加申込書、締切期日までに必要書類を添えて、下記へ申し込むこと。 

【申込先】〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 2-8-1 沖縄第 27 大京ビル 3階 

名鉄観光サービス（株）沖縄支店内 ヴィンテージ 8’s大会事務局 宛 

TEL：098-862-8211  FAX：098-862-8212  E ﾒｰﾙ：vintage.volley@mwt.co.jp 



《添付書類》 

(1)参加申込書 (2)参加料振込の領収証の写し (3)宿泊申込書 (4)集合写真 

※ 今年度大会は宿泊斡旋使用が必須となります。（名鉄観光サービス株式会社） 

９．参加料 25,000 円（1チーム） 

【振込先】 ※チーム名で振り込むこと 

振込口座：琉球銀行 坂田支店（リュウキュウギンコウ サカタシテン） 

店番号：６０８  口座番号：２５０５１９ 

口座名義：第５回全国ヴィンテージ８‘Sバレーボール交流大会 

（ﾀﾞｲｺﾞｶｲｾﾞﾝｺｸｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｴｲﾂﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｳﾘｭｳﾀｲｶｲ） 

実行委員会長 翁長 良成 

10．締切期日 平成 26 年 9 月 17 日（水） 

（期日に遅れた場合にはいかなる理由でも受け付けない。） 

11．代表者会議 各チーム 必ず 1名参加のこと。 

(1) 日 時 平成 26 年 11 月 7 日（金）17 時～ 

(2) 会 場 石垣市総合体育館  

12．抽選会 グループリーグ戦と決勝トーナメント 1回戦まで組み合わせ抽選は、大会本部にて下記にて行い、

結果は、関係者及び関係機関に連絡する。（出場チーム立ち会いは可） 

(1)日 時 平成 26 年 10 月 3 日（金）18 時～ 

(2)会 場 沖縄県立西原高等学校 

決勝トーナメント戦 2 回戦以降の抽選は、大会 2 日目決勝トーナメント 1 回戦終了後、石垣市

総合体育館、隣りの交流会会場にて行う。 

13．開・閉会式 （開会式） 11 月 7日（金）の代表者会議終了後、石垣市総合体育館にて行う。 

（閉会式） 11 月 9 日（日）の決勝戦終了後、石垣市総合体育館にて行う。 

優勝、準優勝チームは必ず出席のこと。 

14．交流会 11 月 8 日（土）試合終了後、参加全選手・チームスタッフ対象に交流会を開催いたします。 

【会費：3,000 円／1名】【会場：石垣市屋内練習場/運動公園内】是非参加ください。 

住所：石垣市登野城 1408 番地 1  電話：0980-88-5432 

交流会申込方法は大会参加申込書に記載願います。 

（エントリー以外の交流会参加についても受付させていただきます。） 

交流会参加費：参加料と共にてお支払いください。（当日、追加は可能です。） 

15．その他 (1) 監督・コーチ・マネージャーは、規定のマークを左胸部につけること。 

(2) 選手は統一されたユニフォームを着用すること。チームスタッフも同様とする。 

(3) 選手のユニフォーム・シューズ・サポーターは、ＪＶＡの公認するメーカー製であること 

公認メーカー以外を着用する場合にはそのロゴを露出しないようにすること。 

(4) 参加各チームは、大会協賛会社 名鉄観光サービス株式会社を通じて、宿泊を申し込むこ

と、なお「宿泊・弁当・輸送申請書」に必要事項を記入の上、指定された期間内に FAX 送

信のこと。【問い合わせ先】名鉄観光サービス（株）沖縄支店（大会事務局）「８の申込先」

と同様 

(5) 宿泊斡旋を受けることで往復の飛行機及び県内の観光等についても対応します。 

(6) 練習コートの準備はしない。 

(7) 大会参加者は、事前に健康診断を受診のこと。選手の健康管理については、チーム及び個

人の責任としてこれを受け止め、十分留意すること。なお、競技中の負傷については、応

急処置は行うが、以後の責任は負わない。 

(8) 大会案内所は、設置しない。 

(9) 大会についての問い合わせ先 

沖縄県マスターズバレーボール連盟（ヴィンテージ 8’s担当事務局：與儀実誠）  

事務局住所 〒901-2111 沖縄県浦添市字経塚 703-1 

問い合わせ電話 090-1946-4331 


