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やまゆり杯・小田急旗争奪

第39回神奈川県家庭婦人バレーボール大会要項

バレーボール競技は、春から秋にかけて多く行われるが、更に冬季にも気軽に参加できる大会

を実施して、地域の交流を図り、より一層の親睦を深め、更に生涯スポーツとしてのママさん
バレーボールの普及発展に努める。

平成26年11月～平成27年3月……………（別記）

日時　平成26年11月13日（木）午後2時より
会場　藤沢市秋葉台文化体育館　　＊参加チームは、3名出席すること。
神奈川県下11地区
期日　平成27年2月28日（土）～3月1日（目）
会場　藤沢市秋葉台文化体育館　　電話0466－88－1111

藤沢市遠藤2000－1

神奈川県ママさんバレーボール連盟に、有効に登録されたチームとする。但し連盟が認めた
未登録チームと申し合わせチーム（別紙参照）の参加も可とする。
「ママさんバレーガイドライン2010」によるものとする。
1）地区大会

県下11地区（川崎・横浜北・横浜南・横須賀・藤沢・平塚・小田原・県央・相模原・
大和・湘南）に分かれ、次のように予選会を行う。

（1）第一次予選会は、地区全体で4チームを基本とするグループ戦を行い3チームを選出する。
但し、ことぶき登録チームが2チーム以上参加した場合は、ことぶきチームのみでの
グループ戦（2セットマッチ）を可とする。また、グリーンチームで平均年齢60歳以上
の場合は、ことぶきチームとの同一グループ戦（2セットマッチ）を可とする。
ことぶきチームの二次予選会参加（こついては申込時に選択するものとする。

（2）第二次予選会は、トーナメント方式で行う。
（3）地区参加チーム数に比例し、代表チームを県決勝大会に推薦する。

35チームまで1代表・36－89チーム2代表・90チーム以上3代表
2）県決勝大会

各地区から推薦されたチームと、前年度優勝の推薦チーム（小原台二葉）によりトーナ
メント方式で行う。

モルテンポール　V4M5000検定球

1）所定の申込書を別記申込先の各地区連盟理事長に郵送のこと。
＊宛先の封筒の表に「やまゆり杯・小田急旗争奪」申込書在中を朱書のこと。

2）申込締切日　　平成26年10月1日（水）必着のこと。
チーム構成は、監督・副監督・マネジャー各1名、プレイヤー12名（計15名以内）とし、
すべて女性とする。
一次予選会　　3，000円　各地区抽選会時に納入のこと。

但し、申し合わせチーム5，000円　未登録チーム8，000円とする。
二次予選会　　2，000円

地区決勝大会　3，000円

県決勝大会　　5，000円 〕
別途納入のこと。

（申し込み締め切り後に不参加になった場合でも、地区連盟理事長に支払いのこと。）
1）地区大会

各地区連盟毎に、チーム代表者によって抽選を行う。
＊抽選日　第一次予選会は、平成26年10月9日（木）に行う。　…………（別記）

第二次予選会は、第一次予選会終了後3日以内に行う。…………（別記）
2）県決勝大会

平成27年2月16日（月）、県実行委員会の責任において抽選し、該当チームに連絡する。
地区大会の抽選時に一緒に行う。　平成26年10月9日（木）
1）地区大会は、試合終了後行う。表彰は優勝、準優勝、3位チームとする。
2）県決勝大会は、3月1日（日）試合終了後行う。表彰は優勝、準優勝、3位チームとする。
1）地区大会においては、第一次予選会当日の受付時に届け出ること。
2）地区大会終了後、県決勝大会に出場する際のエントリー変更は、原則として認めない。
1）試合中の怪我については責任を負わない。但し、参加者は全員スポーツ保険に加入し、

大会当日は健康保険証を持参のこと。
2）地区決勝大会（予定）及び県決勝大会を、t Vk（テレビ神奈川）の特別番組として放映する。
3）地区大会を含む試合の全結果は、神奈川新聞紙上に掲載する。
4）参加チームに「大会参加賞」を贈る。
5）県決勝大会での素晴らしい応援を期待し、各地区に応援費を補助する。
6）この大会に対し不適切な行弟があった場合には、関係のチーム・選手を処分することも

ある。不明な点は、各地区連盟理事長又は県連盟に問い合わせること。
7）この大会についての問い合わせは、各地区連盟理事長及び県連盟事務局とする。

県連盟事務局　TEL045－312－9533　FAX045－577－0500



各地区大会　　第一次予選会（グル“プ戦）日程及び抽選会
－iiiiii � 

川 �11月30日 （日） �川崎市立大戸小学校体育館　他 �グループ戦目一緒“誤護岸後6時 

崎 ���トーナメント軸一端誤輯凝結嘉 

模 浜 北 �11月23日 （日・祝） �横浜市立青木小学校体育館　他 �グループ戦憾基謂墨書2時 

トーナメント戦1荘蔑豊詳謹 

横 浜 南 �11月23日 �横浜市立本郷台小学校体育館　他 �グループ融韻語発芽時 

（日・祝） ��トーナメント戦1謀計荒野時 

横 須 貝 �11月16日 �横須賀市立鷹取中学校体育館　他 �グループ戦i提昇鼎筆写グル＿ム 

（日） ��トーナメント戦i膿昇鼎筆写グル＿ム 

藤 �11月23日 �藤沢市立藤沢小学校体育館　他 �グループ戦1提還寵午後6時30分 

沢 �（日・‘祝） ��トーナメント戦1悲諾勢＿菩誓讃 

平 �11月23日 （日・祝） �トッケイセキュリティ 　　　平塚総合体育館他 �グループ軸況謹駕騒諾A会議室 

塚 ���トーナメント戦1品擢呈籍端諾A会議室 

小 田 原 �11月23日 �南足柄市体育センター �グループ戦i誌両誌監㌢田臭会議室 

（日・祝） ��トーナメント戦慌鰐措醤擢寺 

県 �11月16日 �座間市立西中学校体育館　他＿ �グループ戦1酷土語鮭等黒グル“ム 

央 �（日） ��トーナメント朝里豊黒娼藷堤 

相 模 原 �11月23日 （日・祝） �相模原市立夢の丘小学校体育館　他 �グループ戦l鵜京謹鮭提諜諾分 

トーナメン部課謹螺謀認諾誓 

大 �11月23日 （日・祝） �‘大和スポーツセンター �グループ融親許究紫義室 

和 ���トーナメント軸諜結党粟義室 

湘 �11月16日 （日） �寒川町立旭小学校体育館　他 �グループ戦i諸寄謀器諾1時 

南 ���トーナメント戦i措瑞認諾1時 



第二次予選会（トーナメント戦）

地　区 �試合日 �会　　　　　場 �試合日 �会　　　　　場 

川　　崎 �12月23割欄） �川崎市立大戸小学校体育館　他 �27年 2月11日〈水・祝〉 �Iii崎市宮前スポーツセンター 

横　浜　北 �12月　7日（日） �横浜市平沼記念体育館　他 �27年 2月14日㊥ �横浜市神奈Iiiスポーツセンター 

横　浜南 �12月14日値） �横浜市立八景小学校体育館　他 �27年 2月15日（勘 �横浜市泉スポーツセンター 

横須賀 �12月　7日㈲ �横須賀市北体育会館　他 �27年 1月10日出 �横須賀市南体育会館 

藤　　沢 �12月　7日㈲ �藤沢市立藤沢小学校体育館　他 �27年 1月11日但） �藤沢市秩父宮記念体育館 メインアリーナ 

平　　塚 �12月　7日㈲ �ひらつかサン・ライフアリーナ �27年 1月24日出 �ひらつかサン・ライフアリーナ 

小　田　原 �12月　7日（勘 �南足柄市体育センター �27年 1月25日（日） �南足柄市体育センター 

県　　央 �12月14日（日） �座間市立市民体育館 （スカイアリーナ座間） �27年 2月1日（日） �海老名運動公園総合体育館 

相　模原 �12月　7日（日） �相模原市立夢の丘小学校体育館　他 �27年 1月31日㈲ �相模原市立総合体育館 

大　　和 �12月　7日但） �県立大和束高等学校体育館　他 �27年 2月7日① �大和スポーツセンター 

湘　　南 �12月　6日㈱ �茅　ヶ　崎市総合体育館 �27年 2月8日（勘 �寒川総合体育館 

参加申込先及び問い合わせ先

地　区 �氏　名／ 

lii　崎 �土橋美津子 

横　浜北 �山口真理子 

横浜　南 �海老名陽子 

横須賀 �遠田　利江 

藤　　沢 �山崎　多喜 

平　　塚 �貝瀬美和子 

小　田　原 �小澤　益美 

県　　央 �鳥居　順子 

相　模原 �後藤　共示 

大　　和 �大津　清美 

湘　　南 �高寺　陽子 

神奈川県
ママさんバレーボール遠望

〒221－0834

横浜市神奈lii区台町16－1

ソレイユ台町403号室

TEL O45－312－9533

FAX O45－577－0500

ト財）神奈川県lルーポール協会

〒221－0854

横浜市神奈川区三ッ沢両町7－1
コーポ伊藤201号

TEL O45－314－1975

FAX O45－322－2820


