令和４年度全国中学校体育大会
第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会要項
１

目

的

この大会は、中学校教育の一環として、中学校生徒に広くバレーボール競技実践の機会を
与え、技術の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健全な中学校生徒
を育成するとともに、中学校生徒の相互親睦をはかるものである。

２

主

催

（公財）日本中学校体育連盟
（公財）日本バレーボール協会
秋田市教育委員会
由利本荘市教育委員会

３

主

管

東北中学校体育連盟
秋田県中学校体育連盟
秋田市中学校体育連盟
本荘由利中学校体育連盟
秋田県バレーボール協会
秋田市バレーボール協会
本荘由利バレーボール協会

４

後

援

スポーツ庁
全日本中学校長会
全国都道府県教育長協議会
全国市町村教育委員会連合会
（公社）日本ＰＴＡ全国協議会
日本私立中学高等学校連合会
ＮＨＫ
全国新聞社事業協議会
毎日新聞社
秋田県
秋田市
由利本荘市
秋田県中学校長会
秋田県ＰＴＡ連合会
秋田市校長会
由利本荘市校長会
（公財）秋田県スポーツ協会
（一財）秋田市スポーツ協会
（一財）由利本荘市スポーツ協会
秋田魁新報社
ＡＢＳ秋田放送
ＡＫＴ秋田テレビ
ＡＡＢ秋田朝日放送

５

特別協賛

大塚製薬株式会社

６

会

期

令和４年８月１９日（金）～２２日（月）
８月１９日（金） 監督会議 １４時００分～
会
場 ＣＮＡアリーナ★あきた
８月２０日（土） 競
技 ９時３０分～ グループ戦（男女各２７試合）
会
場 ＣＮＡアリーナ★あきた（４面）男子
ナイスアリーナ（５面）女子・男子
８月２１日（日） 競
技 ９時３０分～ 決勝トーナメント１回戦～準々決勝
会
場 ＣＮＡアリーナ★あきた（４面）男子
ナイスアリーナ（４面）女子
８月２２日（月） 競
技 ９時３０分～ 準決勝 決勝
会
場 ＣＮＡアリーナ★あきた（２面・特設）男子・女子
表 彰 式 女子決勝戦終了後
会
場 ＣＮＡアリーナ★あきた

７

会

場

ＣＮＡアリーナ★あきた メインアリーナ３面 サブアリーナ１面
〒015-0973 秋田県秋田市八橋本町六丁目 12-20
TEL:018-866-2600
由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ メインアリーナ４面 サブアリーナ１面
〒015-0013 秋田県由利本荘市石脇字田尻野 18
TEL:0184-22-0001

８

参加資格

秋田県教育委員会

菅公学生服

（1） 参加者は都道府県中学校体育連盟の中学校に在籍し、第 52 回全日本中学校バレーボール
選手権大会要項により全国大会参加資格を得た者に限る。
（2） 年齢は、平成 19 年（2007 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 日までに都道府県中学校体育
連盟を通して（公財）日本中学校体育連盟に申し出ること。
（4） 各ブロックの予選を経て、代表権を得たチームおよび開催地１チームとする。但し、「全
国中学校体育大会合同チーム参加規程」に基づき合同チームでの参加ができる。
（5） 令和４年度全国中学校体育大会の他の競技（夏季大会）に出場していない者。
（6） 参加資格の特例は、次の通りとする。

①

学校教育法 134 条の各種学校（１条校以外）に在籍し、都道府県中学校体育連盟の予選
大会に参加を認められた生徒であること。
② 参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。
１） 全国大会の参加を認める条件
ア （公財）日本中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し、それを尊重するこ
と。
イ 生徒の年齢及び修業年限が我が国の中学校と一致している単独の学校で構成され
ていること。
ウ 参加を希望する学校にあっては、運動部活動が学校教育の一環として、日常継続的
に当該校顧問教員の指導のもとに、適切に行われていること。
２） 全国大会に参加した場合に守るべき条件
ア 全国大会開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項などに従うとと
もに、大会の円滑な運営に協力すること。
イ 全国大会参加に際して、責任ある当該校校長・教員または部活動指導員が生徒を引
率すること。また、万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全の
事故対策を立てておくこと。
ウ 大会開催に要する経費については、必要に応じて応分の分担をすること。
（7） 個人情報の取り扱い（利用目的）
大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、（公財）日本中学校体育連盟個人情
報保護方針・規程に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。また、取得した個
人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・ホームペ
ージ・掲示板・報道発表（記録集）等、その他、競技運営上及び競技に必要な連絡等に利用
する。大会に参加する各選手はこれに同意する。
９

参 加 料

（1） 参加選手一人につき 3,000 円とする。（生徒マネージャーを除く）
（2） 参加料振込先【振込〆切：令和４年８月１２日（金）１５：００】
学校名・整理番号で振り込むこと（振込手数料は参加者負担）。
【銀行・支店名】
【店番】
【口座番号】

秋田銀行 牛島支店
１３４
普通 １１５５６６２

【口座名義】

２０２２全中バレー秋田県実行委員会

ゼンチュウバレーアキタケンジッコウインカイ

ジムキョクチョウ

事務局長

イトウヒロユキ

伊藤祐之

（3） 振込金受領書（振込票）をもって、領収書に代える。
(4) 参加申込締切以降は、参加取り消しや不参加の場合、または大会が中止となった場合、参
加料の返金は行わない。
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引 率 者 （1） 引率者・監督・コーチは、当該校の校長・教員・部活動指導員＊１とする。部活動指導
及び監督
員が引率・監督を務める場合は、「参加申込書」の監督者及び引率者の欄に指示されている
印を付け、必要事項を記入する。なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはな
れない。
＊１ ここでいう「部活動指導員」は、学校教育法施行規則第 78 条の２に示され
ている者とする。以下同じ。
（2） 全国大会のコーチについては外部指導者をおくことができる。外部指導者（コーチ）は出
場校の校長が認めた者とし、所定の「外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）」に必要
事項を記入し、参加申込時に大会事務局に提出する。但し、当該校以外の中学校教職員は外
部指導者（コーチ）になれない。また、同一人が複数校の外部指導者（コーチ）にはなれな
い。
(3) 全国大会に出場するチーム・選手の引率者・監督・部活動指導員・外部指導者（コーチ）、
トレーナー等は、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、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としている。校長はこの点を確認して、

大会申込書を作成する。なお、外部の指導者は校長から暴力等に対する指導措置を受けてい
ないこととする。
(4) 全国中学校体育大会複数校合同チーム参加規程「（２）条件」
1) 合同チームの引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。但し、やむを得
ない場合は、校長・教員（部活動指導員は含まない）による代表引率・監督を認める。
注意点
① 部活動指導員は、合同チームの代表引率・監督になることができない。
② 部活動指導員として複数校に勤務する場合、全国中学校体育大会で引率・監督を担当で
きる学校は１校のみとする。着任時に大会等の引率・監督を担当する学校を決定し、所属
する都道府県中学校体育連盟に報告する。複数の都道府県で指導する場合も、引率監督を
認めるのは１校のみである。
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参 加 数
及
び
チームの
人
数

（1） ブロックの代表数（男女同数）72 チーム
地区

北海道

東北

関東

北信越

東海

近畿

中国

四国

九州

開催地

合計

割当数

２

４

８

３

３

５

３

２

５

１

３６

(2) １チームの編成は、男女とも監督１名、コーチ１名、マネージャー（生徒に限る）１名、
選手 12 名以内とする。
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競技規則 ２０２２年度（公財）日本バレーボール協会６人制競技規則及び競技要項による。
及
び （1） ネットの高さは、男子２.３０ｍ、女子２.１５ｍとする。
競技方法 （2） 大会使用球は、（公財）日本バレーボール協会検定４号球、人工皮革カラーボール（ミカ
サ V400W・モルテン V4M5000）とする。
（3） リベロプレーヤーは２名以内とする。
（4） グループ戦及び決勝トーナメント方式とし、すべて３セットマッチとする。
（5） ３位決定戦は行わない。
（6） 準決勝・決勝は、５ボールシステムとする。
（7） （公財）日本中学校体育連盟バレーボール競技部「給水のためのタイムアウト」を採用す
る。
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表

彰

（1） 優勝校には、賞状・優勝旗（持ち回り）・優勝杯・優勝トロフィー・メダルを授与する。
（2） 準優勝校・第３位校（２チーム）には、賞状・トロフィー・メダルを授与する。
（3） 優秀な選手を表彰する。

14

参加申込

（1） 次の大会参加申込書を、締切期日までに送付すること。
①E-mail による大会参加申込書
（ブロック大会に出場したチーム全て、申込８月２日（火）まで）
②書面による大会参加申込書（各中学校長印が必要。郵送にて提出）
《送付先》
①E-mail：zenchu_vb_akita2022@yahoo.co.jp
②書面：〒010-0014 秋田県秋田市南通宮田 15-1
秋田市立秋田南中学校内
TEL：018-833- 8467 FAX：018-833-8468
令和４年度全国中学校体育大会
第 52 回全日本中学校バレーボール選手権大会実行委員会事務局
伊 藤 祐 之 宛
「第 52 回全日本バレーボール選手権大会・○○ブロック」と朱書き
（2） 締切日
①E-mail による大会参加申込書は、令和４年８月２日（火）17 時必着
②書面による大会参加申込書は、 令和４年８月１０日（水）17 時必着
※８月１０日(水)まで郵送必着できないブロック大会に限り、代表決定後後すぐにＦＡＸ
の後、郵送して下さい。
③大会参加料振込は、令和４年８月１２日（金）15 時まで
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組 合 せ

令和４年８月１１日（木）秋田市立秋田南中学校会議室において、主催者立ち会いのもと、代
理抽選を行い、８月１２日（金）までに本大会ホームページに掲載する。
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諸 会 議 （1） 競技役員会議
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宿
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そ の 他 （1） 今大会では、感染症対策のため開閉会式は行わず、開始式と表彰式を行う。
開始式は、予選グループ戦第１試合前に、各会場において開会宣言及び選手宣誓を行う。
また、第５１回大会優勝チームが出場する場合は、当該チームの初戦の前にレプリカ贈
呈を行う。
表彰について、男女準決勝終了時にコート上で３位表彰を、全ての競技終了後にサブ
アリーナにて優勝、準優勝の表彰を行う。決勝戦に進出したチームはユニフォームで参
加すること。
（2） 監督・コーチ・マネージャーは、規程のマークを左胸部につけること。なお、監督・コーチ
は統一された服装でベンチに入ること。
（3） 申込チーム名は、登録されたものを使用すること。ユニフォームについては、（公財）日本
中学校体育連盟バレーボール競技部における「全国大会参加チームのユニフォーム規定」に
準ずること。
（4） 大会期間中の負傷・疾病については、応急手当のみ行う。

令和４年８月１９日（金）
９：３０～
ＣＮＡアリーナ★あきた
（2） 監督会議
令和４年８月１９日（金） １４：００～
ＣＮＡアリーナ★あきた
（3） 公益財団法人日本中学校体育連盟バレーボール競技部会
令和４年８月２０日（土） １４：００～
ＣＮＡアリーナ★あきた
（4） 決勝トーナメント抽選会
令和４年８月２０日（土） グループ戦終了後
ＣＮＡアリーナ★あきた
※各ブロック長による代理抽選とする。
※（公財）日本中学校体育連盟「令和４年度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」に基づき、「抽選会は、必要最小限の人数によって代理抽選とする」
ことによる。

泊

（1） 宿泊・弁当については、別紙「宿泊・昼食弁当申込要項」により斡旋する。
※宿泊に関しては、別紙宿泊要項による。適切な危機管理対応（感染症・自然災害など）を
確保するため、必ず、大会実行委委員会指定の業者を通して申し込むこと。（大会実行委
員会指定の業者が斡旋する宿泊施設以外の利用は原則として認めない。）
（2） 申し込みは、大会ホームページ内の「要項・申込」より、ＷＥＢ上の「大会管理システム」
で、８月１２日（金）正午までに申し込むこと。問い合わせなどは直接下記に行うこと。
（3） 問い合わせ先：大会実行委員会指定の業者
【男子宿泊デスク】
〒010-0921
秋田県秋田市大町三丁目５－１ 秋田大町ビル２階
名鉄観光サービス株式会社 秋田支店
担当者 大竹 庸介・髙橋 凪紗・伊藤 彰徳
ＴＥＬ：018-824-3301 ＦＡＸ：018-824-3304
Ｅ－mail：akita@mwt.co.jp
【女子宿泊デスク】
〒010-0951
秋田県秋田市山王二丁目１－５４ 三交ビル３階
株式会社日本旅行東北 秋田支店
担当者 三浦 英幸・佐藤 拓望・熊井彩央里
ＴＥＬ：018-866-0111 ＦＡＸ：018-866-0100
Ｅ－mail：akita_net@nta.co.jp

（5） 大会期間中の負傷・疾病については、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」の定め
を適用する。参加者は健康保険証を持参すること。
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新型コロ
ナウィル
ス感染拡
大防止対
策

(1)

大会実行委員会が定める感染症拡大防止ガイドラインに従うこと。当日、大会参加同意書
及び健康観察表等の提出を求める（大会ＨＰ参照）。
(2) 会場に入場できる部員、応援の人数は、指定された基準に従うこと。
(3) 大会期間中、選手や引率者等に風邪の症状や倦怠感、味覚嗅覚の異常など、新型コロナウ
ィルス感染症が疑われる症状がある場合、そのチームの大会参加を認めず、棄権とする。
(4) 大会期間中、対戦した相手チームの選手や引率者等に風邪の症状や倦怠感、味覚嗅覚の異
常など、新型コロナウィルス感染症が疑われる症状がある場合、そのチームの大会参加を認
めず、棄権とすることもあり得る。

20

連 絡 先 （1） 大会開催前〔～８月１８日（木）〕
〒010-0014
秋田県秋田市南通宮田 15-1
秋田市立秋田南中学校内
令和４年度全国中学校体育大会
第 52 回全日本中学校バレーボール選手権大会実行委員会事務局
事務局長 伊藤 祐之
携帯電話：080-3337-6321
E-mail：zenchu_vb_akita2022@yahoo.co.jp
（2） 大会開催中〔８月１９日（金）～８月２２日（月）〕
【昼 間】「ＣＮＡアリーナ★あきた」（８／１９～２２ 大会本部）
〒010-0973 秋田県秋田市八橋本町六丁目 12-20
TEL:018-866-2600 FAX：018-866-2601
大会本部専用携帯電話：080-3337-6321
「由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ」（８／１９～２１
〒015-0013 秋田県由利本荘市石脇字田尻野 18
TEL:0184-22-0001 FAX：0184-25-7080
大会本部専用携帯電話：080-1671-8492
【夜 間】「秋田キャッスルホテル」（本部宿舎）
〒010-0001 秋田県秋田市中通一丁目３－５
TEL:018-834-1141 FAX：018-834-5588
大会本部専用携帯電話：080-3337-6321

大会本部）

（3） 大会ホーム-ページ
https:/volley.zenchuu.jp
大会ホームページから「大会参加申込書」「外部指導者（コーチ）確認書」をダウン
ロードすることができます。「宿泊・昼食申込」は、大会ホームページ内の「要項・申込」
より、ＷＥＢ上の「大会管理システム」で必ず申し込んでください。

令和４年度

全国中学校体育大会

大会スローガン

北海道・東北ブロック

「咲かせよう君の花 北の大地とみちのくで」

