
～ 参加競技についてのご案内 ～
「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2018 アジア パシフィック」

会場と競技についてのご案内です

バレーボール

会場名 住所・アクセス・連絡先

中央区立晴海中学校

住 所 〒104-0053 東京都中央区晴海１丁目５−３

アクセス
月島駅10出口から徒歩約5分
勝どき駅A2b出口から徒歩約10分

連絡先 施設直接の連絡先はありませんのでご注意ください。
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項目 3日（土・祝）

出 場 チ ー ム 数 12チーム

試 合 方 式 予選リーグ戦

競 技 場 中央区立晴海中学校

受 付 時 間 9:00

開 会 式 9:20

第 1 試 合 開 始 時 間 9:30

表 彰 式 17:30 予定

試合日程

＜混合オープン＞

問い合わせ先：ザ・コーポレートゲームズ 東京 2018アジア パシフィック 大会運営事務局

03-6869-6380 contact@corporate-games.jp

※大会当日は電話のみの対応となります。

試合会場
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試合当日の流れ

受付
●受付にはキャプテン（又は代表者）がお越しください。
出欠確認と試合時間・競技コートのご案内を致します。

●受付で選手参加証をご提示ください。
●当日の選手登録変更はできませんので予めご了承ください。

着替え・準備

開会式

試合開始

●着替える場合は会場の更衣室をご利用ください。
（更衣室の場所は6頁をご覧いただくか、受付スタッフにお問い合わせ
ください。）

●ロッカーは数に限りがありますので、できるだけチームでご利用ください。
●貴重品は必ず各自で保管・管理してください。

●第一試合開始の5分前までにコートにお集まりください。

●日頃の練習の成果を思う存分発揮してください。
●会場は入場無料です。どなたでも観覧可能です。
応援者の方も大歓迎です！
※競技の進行に妨げにならない位置での応援をお願いします。

●昼食などの準備はございません。あらかじめご用意をお願いします。

その他注意事項

●キャプテン以外の参加者の方もスタッフが確認を行う場合がありますので、試合会場に選手参加証が
わかるものを必ずお持ちください。

●未成年者の本大会参加には、保護者の方の同意が必要になります。保護者同意書を大会HPより
ダウンロード、および保護者のご署名の上、参加される競技会場にご持参ください。
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試合スケジュール

日程

会場

コート １面 ２面

クラス

試合時間

参加チーム数

8:00

8:15 ■（混合ＯＰ）順位決定トーナメント

8:30

8:45

9:00 ＜１－４位決定戦＞予選1位トーナメント

9:15 グループＡ１位

9:30 グループＡ グループB

9:45 1試合 1試合 グループＢ１位

10:00

10:15 グループC グループD グループＣ１位

10:30 1試合 1試合

10:45 グループＤ１位

11:00 グループＡ グループB

11:15 2試合 2試合

11:30

11:45 グループC グループD ＜３－４位決定戦＞

12:00 2試合 2試合 ①の敗者

12:15

12:30 グループＡ グループB ②の敗者

12:45 3試合 3試合

13:00

13:15 グループC グループD

13:30 3試合 3試合 ＜５－８位決定戦＞予選２位トーナメント

13:45 グループＡ２位

14:00

14:15 2位グループトーナメント 2位グループトーナメント グループＢ２位

14:30 ➀ ②

14:45 グループＣ２位

15:00 2位グループトーナメント 2位グループトーナメント

15:15 ③ ④ 　　 グループＤ２位

15:30 5-6位決定戦 7-8位決定戦

15:45 1位グループトーナメント 1位グループトーナメント

16:00 ⑤ ⑥

16:15 ＜７－８位決定戦＞

16:30 1位グループトーナメント 1位グループトーナメント ①の敗者

16:45 ➆ ⑧

17:00 3-4位決定戦 決勝 ②の敗者

17:15

17:30

17:45

18:00

17:30　表彰式

受付（9:00~）

開会式（9:20～）

11月3日（祝土）

中央区立晴海中学校

混合オープン

3チーム×4リーグ＝12チーム

45分

⑥

➆

⑧

⑤

②

④

③

①

準備作業



競技ルールについて

《競技クラス》
●混合オープン
※男女がそれぞれ２名以上コート上に出場する必要があります。

《準備するもの》
●全選手、背番号入りのTシャツなどのお揃いのユニフォームを着用してください。
●室内用運動靴をご持参ください。
●ウォーミングアップ用のボールが必要な方はご持参ください。
※試合球は主催者側で混合バレーボール協会オリジナルボールMVB002をご用意いたします。

《受付時間と試合時間》
受付時間 9:00
※チームキャプテンが代表として受付してください。キャプテンの都合がつかない場合は、代わりのチームメンバーが受付を行っ
てください。

試合時間：9:30～
※受付・試合時間はリーグ毎に異なります。

《試合形式》
● 3セットマッチ 45分

《11月3日：予選リーグ》
● 3チーム総当たり戦
※リーグによりチーム数が異なる場合があります。
●各リーグの上位のチームが決勝トーナメントに進出できます。
●順位は【勝点→得失点差→総得点→当該チーム同士の勝敗→抽選】の順で決定します。

《予選スコアシステム》
勝ち：４点、分け：２点、負け：１点、没収試合：０点

《11月3日：予選リーグ/決勝トーナメント・順位決定戦》
● 8チーム決勝進出予定 ※参加チーム数により、試合形式が変更になる場合があります。

《競技ルール》
●最新の日本混合バレーボール協会の競技規則に準じ、一部コーポレートゲームズルールを採用します。
●ジャンプサーブは禁止です。
●選手交代は何度でも可能です。
●試合は3セットマッチ。1セット目、2セット目は21点先取、3セット目は5点先取となります。
●全セットデュース無し、タイムアウトは１セット1回までとします。
●バックアタックは禁止です。ラリー中にバックアタックの使用があった場合には、相手チームに１点が与えられます。
●アンテナ外（アンテナ上空を含む）を通過したボールはアウトになります。
●ボールが身体の数箇所に連続して接触しても、それが一つの動作中に生じたものであれば反則ではありません。また、ボー
ルを完全に静止させない限りボール1球分のキャリーは反則としません。

●下記の場合はオーバーネットの反則となり、ブロックとしては認められません。
・相手空間上でトスを上げる邪魔をした場合
・相手空間上で相手がスパイクを打つ前に、ボールに触った場合
・相手空間上で片手でボールをスパイクした場合
・相手空間上で片手でボールをプッシュした場合
・相手空間上で触らなければ返球されてこないボールを触った場合

●下記の場合はタッチネットの反則となり、相手チームに１点が与えられます。
・ラリー中にネット、アンテナ、ひもに触った場合
・ラリー直後にネットにぶつかった場合
・ラリー後に故意にネットを叩く、掴む、寄りかかる等の行為があった場合

●タッチネット後に他の反則等があった場合でも、タッチネットがあった時点でその判定が優先されます。
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競技ルールについて



中央区立晴海中学校

■会場周辺図
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■会場周辺図

■会場平面図■会場平面図

／月島駅からの徒歩ルート 徒歩5分

■受付
・施設入口右側に設置します。
※他の競技受付もありますのでご注意ください。

■駐車場
・施設に利用できる駐車場はありません。
お車でお越しの際は各自で駐車場の確保をお願いします。

■施設
・更衣室は会場にありますのでご利用ください。
・更衣室にロッカーはありますが、オープンロッカーとなります。
・シャワー、はありませんので予めご了承ください。
・飲食は6Fホール内のみ可能です。コート内は禁止です。
※他の階のフロアは使用禁止ですのでご協力ください。

■開会式・表彰式
・6階体育館で行います。

／勝どき駅からの徒歩ルート 徒歩10分

6Fフロア図

受付

開会式会場



中央区立晴海中学校

■会場周辺図
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■会場周辺図

受付

競技会場

入
口

・1階入口から入場し、エレベータで6階へご入場ください。
※他の階へは下りないでください。

・６階ホールに受付を設置しています。


