
令和４年度 北海道中学校体育大会 
第５２回北海道中学校バレーボール大会開催要項 

 
 １ 主  催 北海道中学校体育連盟・北海道教育委員会・伊達市教育委員会・北海道バレーボール協会 

 ２ 主  管 西胆振中学校体育連盟・伊達市中学校体育連盟・室蘭地区バレーボール協会・伊達市バレーボール協会 

 ３ 後  援 北海道・伊達市・北海道都市教育委員会連絡協議会・北海道町村教育委員会連合会・北海道中学校長会 

        伊達市校長会・(公財)北海道スポーツ協会・NPO 法人伊達市スポーツ協会・北海道ＰＴＡ連合会・札幌市ＰＴＡ協議会 

        北海道新聞社 

 ４ 会  期 令和４年８月 2 日（火）、３日（水）、４日（木） 

 ５ 会  場 伊達市総合体育館（伊達市松ヶ枝町 34－1）℡ 0142－23－8600 

伊達市立伊達中学校体育館（伊達市舟岡町 226－12）℡ 0142－23－3055 

        伊達市立光陵中学校体育館（伊達市館山町 49－１）℡ 0142－25－4111 

        伊達市立伊達西小学校体育館（伊達市末永町 8－21）℡ 0142－23－3666 

 ６ 日  程 第１日【８/２(火)】 8:15(男子)9:00(女子)公開練習 11:45 受付 12:45 監督会議 14:15 予選リーグ 

        第２日【８/３(水)】 9:00 予選リーグ 13:00 決勝トーナメント組み合わせ抽選会 13:50 決勝トーナメント１回戦 

        第３日【８/４(木)】 9:00 準々決勝 準決勝 決勝 表彰式（随時） 

 ７ 大会開催区分 北海道を札幌市及び１４管内に分けて行う。 

 ８ 参加資格 （１）北海道中学校体育連盟に加盟する中学校・中等教育学校・義務教育学校に在籍する生徒で、北海道中学校体育大会への出場資格を

得、当該学校長及び当該地区中体連会長が出場を認めた生徒とする。 

        （２）年齢は、平成１９年４月２日以降に生まれた者に限る。 

        （３）前項以外の生徒が参加を希望する場合は、令和４年 6 月 30 日までに、北海道中学校体育連盟に申し出ること。 

        （４）北海道中学校体育大会に学校教育法第 134 条の各種学校（第 1 条に掲げるもの以外）の参加を認める。 

           但し、詳細については北海道中学校体育大会開催基準による。 

        （５）参加生徒の引率及び監督・コーチは、当該学校の校長・教員・部活動指導員とする。ただし、コーチについては外部指導者（コー

チ）をおくことができる。外部指導者（コーチ）は校長が認めた者で、北海道中学校体育連盟に登録された者とする。 

        （６）監督・コーチ・引率者は、部活動の指導中の暴力等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であること。

外部指導者は校長から暴力等による指導措置が無いこと。 

        （７）チームは、単一学校の生徒で編成されたものであること。但し、地区中体連会長が認めた合同チームはその限りではない。複数校

合同チームの引率・監督は出場校の校長または教員があたるものとする。但し、やむを得ない場合は代表監督・引率を認める。 

        （８）男女両方の監督登録をすることはできるが、必ず引率者がチームに随行すること。また、マネージャーは、当該学校の校長・教員

又は生徒とする。 

        （９）参加者は、開催要項に掲げる個人情報の取り扱いについて了承するものとする。 

 ９ 参加チーム数 男女共に札幌市（２）・管内代表（14）・開催地（１）・開催管内（１）の計 18 チーム、合計 36 チームとする。 

        但し、参加チーム数が 18 チームに満たないときには、開催地の状況に応じて開催地より２チームまで参加することができる。 

１０ 登録人数 監督１名、コーチ１名、マネージャー１名、選手 12 名、合計 15 名以内とする。 

１１ 大会規則 （１）抽選による３チームのグループ戦で２チームを選出し、決勝トーナメントを行う。但し、参加チーム数が 18 チームに満たない場

合は、４チームのグループ戦で３チームを選出し、決勝トーナメントを行う場合がある。なお、３位決定戦は行わない。 

        （２）本大会の要項以外の競技規則は 2022 年度(公財)日本バレーボール協会競技規則による。 

        （３）コートの広さは、18ｍ×９ｍ、ネットの高さは、男子 2ｍ30cm、女子 2ｍ15cm とする。 

        （４）使用球は、（公財）日本バレーボール協会公認 4 号球とする。（ミカサ V400W、モルテン V4M5000） 

        （５）ユニフォームに個人名を入れることを禁止する。その他は、(公財)日本中学校体育連盟バレーボール競技部のユニフォーム規定に

準ずる。また、登録選手の番号は 1～18 とする。ただし、やむを得ない場合は、1～99 とするが、可能な限り 1～18 とすること。 

        （６）今大会は、(公財)日本中学校体育連盟バレーボール競技部における「給水のためのタイムアウト」を採用する。 

        （７）決勝戦は、監督のサイドコーチを認める。 

１２ 組み合わせ抽選 令和４年 7 月 19 日（火）午後 2 時より、伊達市立光陵中学校において、主催者・開催地・専門委員長立ち合いのもと、予選グループ戦

の公開抽選を行う。 

１３ 参 加 料 1 チーム 30,000 円とする。 

１４ 表  彰 （１）入賞は、3 位までとする。 

        （２）1 位には、優勝旗を授与する。（持ち回り）また、3 位までの入賞チームの登録選手全員にメダルを授与する。 

        （３）選手はユニフォームを着用して参加する。 

１５ 参加申込 別紙の申込用紙に必要事項を記入し、地区中体連を通じて令和 4 年 7 月 11 日（月）15：00 迄に下記へ送付すること。 

        ※地区大会が期日までに終了していない地区の代表校は、終了後直ちに申し込みをすること。 

        ※申込用紙は代表決定後直ちに FAX で送信し、期日までに郵送する。プログラム用エントリー用紙は、データで送ること。（メール添付、

データ入り CD の郵送など）送られたデータはそのままプログラムに掲載する。 

        ※大会当日まで期日が迫っているので、直筆資料の郵送や FAX は控えることとする。また、エントリー用紙は、 

北海道中体連バレーボール専門委員会ホームページから各チームが最新版をダウンロードすること。 

         北海道中体連バレーボール専門委員会ホームページアドレス ⇒  https://hokkaido-jpa-volleyball.com 
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        申込先 

 

 

 

 

 

 

 

        参加料振込（令和４年 7 月 11 日月曜日まで） 

 

 

 

 

 

 

１６ 宿  泊 指定宿泊とする。開催地の指定された宿泊地に「JTB 北海道事業部」を通して必ず宿泊すること。 

詳しくは別紙宿泊要項によるものとする。 

１７ 全国大会 本大会の優勝・準優勝チームは、北海道を代表して全国大会への出場が認められる。全国大会へ参加する際の宿泊について、宿泊要項に

おいて実行委員会より斡旋されている場合は、斡旋された宿泊先を必ず利用すること。 

        【全国大会】令和４年 8 月１９日（金）～２２日（月） 開催地：秋田県（秋田市・由利本荘市） 

１８ 個人情報の取扱 （１）大会参加者の氏名・所属・学年はプログラム、掲示板、ホームページ及び記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用する。 

        （２）選手の大会成績は、ホームページ及び記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用する。 

        （３）選手の写真は、記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用する。 

        （４）選手の生年月日は、年齢を確認するために利用する。 

        （５）引率者または監督の連絡先は大会運営のため、緊急を要する場合に利用する。 

        （６）身長・垂直跳びはプログラムへ掲載するためと選手の強化・育成のために利用する。 

１９ 新型コロ （１）参加者は、（公財）日本中学校体育連盟の全国中学校体育大会実施上の COVID－19 感染拡大予防ガイドライン並びにスポーツ 

ナウイル    庁、(公財)日本バレーボール協会等が作成している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関するガイドラインを遵守し、 

ス感染症    大会に参加すること。 

の感染拡 （２）大会実行委員会としても可能な限り感染防止対策を徹底したうえで大会準備や大会運営に努めるが、参加者も大会期間中は各種 

大予防に    ガイドラインに基づき、感染予防に努めること。 

ついて  （３）参加者は、大会申し込み時に本連盟作成の参加同意書を必ず提出すること。 

        （４）参加者は、大会前の感染予防や緊急時の体制づくりの観点から、大会前後２週間の体調と行動履歴の記録を所定の用紙に毎日記 

入すること。 

           （５）チームや選手の出場停止等、新型コロナウイルス感染症の感染予防のために主催者が決めた措置については、主催者の指示に従 

              い、遵守すること。 

           （６）今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、国や北海道などから大会開催についての指導・助言があった場合や、開 

催自治体などが当該地域において大会を開催することが難しいと判断した場合は、主催団体において大会の開催について改めて 

協議する。 

２０ そ の 他 （１）令和４年８月２日（火）の会議日程等  会場： 伊達市総合体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）決勝トーナメント組み合わせ抽選会会場 男子：伊達市立伊達中学校 女子：伊達市総合体育館 

        （３）各地区中体連事務局は、地区大会開催要項を 2 部、事前に本大会事務局へ送付する。 

        （４）監督会議は、試合のときと同様に節度ある服装で参加すること。（短パン、サンダル履き等は禁止）なお、外部指導者（コーチ）の

方は参加できない。 

        （５）大会会場の駐車場は台数が非常に限られているため、選手並びに役員・審判等が優先的に使用する。理解の上、公共交通機関等を

利用すること。なお、応援に来る保護者等への周知は各チームが責任を持って行うこと。 

        （６）大会の試合結果（速報）は、なるべくリアルタイムでホームページへ掲載する。 

〒052-0031 伊達市館山町 49－1 伊達市立光陵中学校内 

第 52 回北海道中学校バレーボール大会 実行委員会 

事務局  寺田 環 宛 

TEL 0142－25‐4111  FAX 0142－25‐4112 

E-mail  koryochu@ed.city.date.hokkaido.jp 

金融機関名：伊達信用金庫 本店 

預 金 種 目：普通預金 

口 座 番 号：４２４０５４６ 

口 座 名：北海道中学校バレーボール大会実行委員会 実行委員長 髙橋 秀壽 

     （ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ ｼﾞｯｺｳｲｲﾝﾁｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄｼ） 

公開練習        男子 8：15～12：15     伊達市立伊達中学校体育館 伊達市立伊達西小学校体育館 

女子 9：00～12：00     伊達市総合体育館 伊達市立光陵中学校体育館    

専門委員長会議        9：30～11：00     伊達市総合体育館 サブアリーナ 

審判部コントローラー会議   9：30～11：00     伊達市総合体育館 会議室 

受付（役員・チーム）     11：45～12：30     伊達市総合体育館 玄関前ロビー 

監督会議           12：45～13：30     伊達市総合体育館 サブアリーナ 

予選リーグ          14：15～15：45     伊達市総合体育館 メインアリーナ他 



           北海道中体連バレーボール専門委員会ホームページアドレス  

⇒  https://hokkaido-jpa-volleyball.com 
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