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第２３回百万石杯金沢市小学生交流バレーボール大会 開催要項 

 

１. 主催 金沢市バレーボール協会 

 

２. 主管 百万石杯金沢市小学生交流バレーボール大会実行委員会 

 

３. 後援 金沢市 金沢市教育委員会 石川県小学生バレーボール連盟 北國新聞社 

 

４. 協賛 (株)ミカサ (株)芝寿し 凪 

 

５. 目的 近県同好の友達の輪を広げるとともにバレーボール競技を通じて技術の向上、人材の育成を図る 

 

６. 日時  令和４年５月７日（土）～８日（日） 

７日（土）   午前８時００分 開場（各会場）チームごとに入場 

午前８時００分～  受付開始 

午前８時２０分   代表者会議 

 午前９時００分 試合開始 

 午後４時３０分 終了予定 

 ８日（日）   午前８時００分 開場（各会場）チームごとに入場 

午前８時００分～  受付開始 

午前８時２０分   代表者会議 

午前９時００分～ 試合開始 

午後４時３０分 終了予定 

 

７. 会場 金沢市総合体育館（５面）      金沢市泉野出町３－８－１ 

  ＴＥＬ （０７６）２４７－００８８ 

    ＦＡＸ （０７６）２４５－６４６６ 

 金沢市営中央市民体育館（２面） 金沢市長町３－３－３ 

  ＴＥＬ （０７６）２６０－４５５４ 

 金沢市額谷ふれあい体育館（２面） 金沢市額谷町ヌ１６ 

  ＴＥＬ （０７６）２９６－１１２３ 

 金沢市営森本市民体育館（２面） 金沢市弥勒町ヨ５０－１ 

  ＴＥＬ （０７６）２５７－１９０６ 

 金沢市営城東市民体育館（２面） 金沢市土清水町２－３４６  

  ＴＥＬ （０７６）２２９－３２３０ 

金沢市営西部市民体育館（２面） 金沢市東力町ハ２５０ 

  ＴＥＬ （０７６）２９１－６４５０ 

 金沢市営浅野川市民体育館（１面） 金沢市大河端町西８０番 

  ＴＥＬ （０７６）２３８－０２７７ 

 金沢市鳴和台市民体育館（２面） 金沢市鳴和台２８５ 

  ＴＥＬ （０７６）２５１－３９６３ 

      金沢市城西市民体育館（１面）    金沢市木曳野１丁目３ 

                        ＴＥＬ （０７６）２６８－３８９９ 

医王山スポーツセンター（４面） 金沢市田島町よ２７甲 
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 （試合会場・宿泊施設） ＴＥＬ （０７６）２２９－１５９１ 

きご山ふれあい研修センター 金沢市小豆沢町ヲ４ 

 （宿泊施設） ＴＥＬ （０７６）２２９－０５８３ 

 

 

８. 参加チーム ９２チーム  

 

９. 参加費    １チ－ム    ６，０００円 

 

１０. 競技方法  

１日目、２日目両日、全試合３セットマッチ２１点ラリーポイント制で行う。（但し３セット

目は１５点ラリーポイント）全セットデュースの場合は２点差がつくまで行う。 

チェンジコートは行わない。 

（１日目）・男子の部 女子の部で行い（混合チームについては男子・女子どちらかに入る） 

男子・女子４チームを各グループに分け、予選リーグ戦を行う。各予選リーグで１～４位の順

位を決める。「順位の決定」は下記のとおりとする。 

金沢市内チームは、会場運営のため順位を固定する場合がある。 

（２日目）・男子の部は予選リーグ戦の順位により、４つの順位グループに分ける。 

各順位グループ８チームは、４チームずつ決勝リーグ戦を行う。各決勝リーグ戦で１~４位の

順位を決める。「順位の決定」は下記のとおりとする。 

     ・女子の部は予選リーグ戦の順位により、４つの順位グループに分ける。 

各順位グループ１６チームは、４チームずつ決勝リーグ戦を行う。（ただし 1 位グループはリ

ンク戦になる）各決勝リーグ戦で１~４位の順位を決める。 

「順位の決定」は下記のとおりとする。 

順位１位グループ 

順位１位グループはリンク戦後、各グループ内の順位に分かれ 4 チームごとのトーナメント戦

を行う。 

順位２位、３位、４位グループ 

順位２位、３位、４位グループは各リーグ戦で順位を決める。 

表彰は「１３．表彰」に明記してあります。 

「順位の決定」全試合終了後、①勝敗②セット率③得失点率④直接対決の優先順位で順位を決定する。 

但し、順位が同じの場合、協議（抽選）により順位を決めることがある。 

試合前練習  各チーム当日の初戦のみ、合同練習５分間と公式練習３分間ずつとし、その後は合同練

習５分間のみとする。（前の試合が終わったら、自動的に次の試合の合同練習時間に入る） 

       総合体育館については、第 3 競技場が練習会場として使用出来ます。 

 

１１. 抽選／抽選日 ４月１日（月）抽選会を行う。主催者側の責任抽選とする。 

抽選結果は、金沢市バレーボール協会ホームページ（http://www.kanazawa-vb.jp/）に４月に

掲載する。 

 

１２. 審判 予め指定されたチームで行う。主審、副審は大人が行う。試合結果は、会場役員が主審に確認

して記録用紙に記録し、監督のサインをもらい、本部席に提出する。トーナメント戦の審判に

ついては，県内のチームにお願いすることもありますので宜しくお願い致します。試合順と審

判割（ホイッスルは電子ホイッスルを使用する） 
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１３. 表彰 チャンピオンの部  第１位 第２位 第３位（２チーム） 

最優秀選手賞１名 

チャレンジ２・３・４の部 第１位 第２位  

 予選２・３・４位グループ 第１位（各リーグ） 

 

１４. 競技規則  コートの広さ ８ｍ×１６ｍ ネットの高さ ２ｍ 

 使用球 （公益）日本バレーボール協会検定軽量４号球 

 ２０２２年度（公益）日本バレーボール協会 6 人制競技規則による。ただし、小学生バレ

ーボール・フリーポジション制競技規則で行う。 

 ※ テクニカルタイムアウトを設ける。 

 

 

１６．連絡事項 

得点版用チームカードについて 

・得点版用「チームカード」は、各チームで持参して下さい。 

   会場の変更など 

  ・２日目の組合せについては、金沢市のチームが貼り付けになり、チームの予選の成績と異なる順位になる

ことがありますので、ご理解をお願い致します。 

交通・駐車 

・試合会場への到着が遅れる場合には，必ず連絡を入れて下さい。 安田 090-2127-0202 

・道路上での子どもの乗降は厳禁です。車の乗降は、必ず駐車場内の枠に停車してから行って下さい。路上

や入口近辺で行うと他の車や地域住民に迷惑がかかります。 

・車内には必ずチーム名（県名）を表示して下さい。 

・大会会場が１０会場あり、移動の際は事故などに十分注意するとともに、試合の進行に支障がないよう配

慮願います。 

・各会場とも駐車スペースが少ないので、各チーム相乗りで来場するよう協力して下さい。 

競技場の注意  

・チームは監督、コーチ、マネジャー各１名、選手とします。 

・最終結果については監督が得点等に不備がないかを確かめ、監督が記録用紙にサインをお願いします。 

各会場使用上の注意 

・各体育館でのコンセントの使用は禁止します。 

・各体育館とも外履、内履の区別をしっかり子ども達に周知して下さい。 

・昼食時間は、１日目は、第２試合終了後、約３０分程度設けます。２日目は、基本的には特に設けません

が、試合進行上特に支障が無い場合は、会場ごとの判断で昼食時間を設ける場合もあります。 

・空弁当は、業者が回収に来ますので午後２時までに所定の場所に出して下さい。 

・チームで出されたゴミはチームで責任を持ってお持ち帰り願います。 

宿泊 

・宿泊チームのみなさんは午後５時までに宿泊所にお入りください。午後５時１５分より宿泊施設からのオ

リエンテーションを予定しております。 
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その他 

・参加者は、スポーツ傷害保険に加入のこと。けが等については、主催者側は責任を負わないので十分ご注

意下さい。 

・多数のチームに参加していただきありがとうございます。行き届かない点多々あると思いますが、御許し

を願います。不明の場合は、スタッフ（赤ジャンパー着用）にお聞きください。 

・スポーツ飲料等のお心づかいは、丁重にご遠慮いたします。 
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栄 光 の 足 跡 

大会名 優 勝 準優勝 ３位 

平成１２年度 第１回 池尻男子（兵庫） 鳥屋女子（石川） 四ケ浦女子（福井） 津幡女子（石川） 

平成１３年度 第２回 永平寺女子（福井） 粉河男子(和歌山) 井波女子（富山） 北鳴男子（石川） 

平成１４年度 第３回 豊郷  （滋賀） 岐南男子（岐阜） 日の出女子（福井） 華陽  （岐阜） 

平成１５年度 第４回 郷男子 （石川） 豊女子（福井） 八幡男子（滋賀） 武生西 （福井） 

平成１６年度 第５回 三国西女子（福井） 石川男子（石川） 志雄女子（石川） 郷男子 （石川） 

平成１７年度 第６回 矢作南男子（愛知） 輪島女子（石川） 小丸山男子（石川） 菊川学童（石川） 

平成１８年度 第７回 成美女子（富山） 日の出女子（福井） 安城北 （愛知） 豊女子（福井） 

平成１９年度 第８回 矢作南男子（愛知） FMC武生（福井） 豊女子（福井） 豊郷  （滋賀） 

平成２０年度 第９回 松任男子（石川） 下庄女子（福井） 津幡女子（石川） 城陽  （京都） 

平成 21年度 

第 10回記念 

男子の部 郷男子 （石川） 北鳴男子（石川） 石川 Jr.男子（石川） 山王男子（石川） 

女子の部 津幡女子（石川） 菊川学童（石川） 織田女子（福井） 蕪城女子（石川） 

平成２２年度 第11回 上中男子（福井） 成美女子（富山） 麻生津 （福井） 郷男子 （石川） 

平成２３年度 第１２回 北日野女子（福井） 郷男子 （石川） 伊井女子（福井） 野村少女（富山） 

平成２４年度 第１３回 安城北女子（愛知） 郷男子 （石川） 菊川学童（石川） 小松男子（石川） 

平成２５年度 第１４回 社北女子（福井） 北日野女子（福井） 上庄男子（福井） 下庄女子（福井） 

平成２６年度 第１５回 板三女子（東京） 掛川城北男子(静岡) 松阪女子（三重） 社南男子（福井） 

平成２７年度 第１６回 江南男子（愛知） 稲枝北女子（滋賀） 今江女子（石川） ｻﾝﾗｲｽﾞ女子（石川） 

平成２８年度 第１７回 下庄女子（福井） ｻﾝﾗｲｽﾞ女子（石川） 今江女子（石川） 円山女子（福井） 

平成２９年度 第１８回 あおい混合（愛知） ｻﾝﾗｲｽﾞ女子（石川） 新庄北女子（富山） 上庄男子（福井） 

平成３０年度 第１９回 服間女子（福井） 江南男子（愛知） 北日野女子（福井） 津幡女子（石川） 

令和元年度 

第２０回記念 

男子の部 江南男子（愛知） 松阪混合（三重） 上庄男子（福井） 宇ノ気男子（石川） 

女子の部 有終女子（福井） 社南女子（福井） 小松南女子（石川） 今江女子（石川） 

令和２年度 第２１回 大 会 中 止 

令和３年度 第２２回 大 会 中 止 

 


