
１．

２． 徳島県小学生バレーボール連盟

３． 徳島県バレーボール協会

４． (公財)徳島県体育協会　　徳島県小学校体育連盟　　佐那河内村教育委員会

５． 平成２８年１２月３日（土）　小雨決行

雨天中止

午前１０時

午前１０時１５分

競技終了後

６． 中央運動公園周辺コース（名東郡佐那河内村下マナガ平）　

１・３・５・６区は約１２００ｍ、２・４区は約１０００ｍとする。

７．

８． １チームの編成は次のとおりとする。

１名（社会人であること）

８名（選手６名、補欠２名）

同一登録団体の児童で編成したチームであること。

９． １チーム　２，０００円を大会当日の監督会議で徴収する。

10．

〒779-3112 徳島市国府町芝原字野神９１－９

徳島県小学生バレーボール連盟事務局

月　岡　浩　司

11． 大会当日午前９時５０分より開催する。

（参加料の徴収、スタート位置の決定や確認事項の説明等を行う。）

第７回徳島県小学生バレーボール連盟駅伝競走大会　実施要項

主 催

共 催

後 援

大 会 の 趣 旨 スポーツの歓びを経験する機会の場を与え、駅伝を通じて登録チーム相互

の交流を深め、仲間意識と連携を高めることにより、バレーボール活動を

一層豊かなものとし、各学校や地域におけるチーム活動の活性化を図るこ

とを目的として実施する。

日 時

開 会 式

ス タ ー ト

閉 会 式

監 督

チ ー ム 編 成 (1)

申込時には必ず参加申込書・承諾書を提出してください。

参 加 料

選 手

(2)

参 加 資 格

申 込 方 法 参加申込書に必要事項を記入押印のうえ、平成２８年１１月２８日(月)ま

でに承諾書を添えて下記まで直接申し込むこと。

(3)

監 督 会 議

場 所

(1) 平成２８年４月１日に１２歳未満の者で、同年５月１日現在、国・

公・私立の小学校及び各種学校に在籍している者。
(公財)日本バレーボール協会加盟団体登録チーム規定に基づき、徳島

県小学生バレーボール連盟に平成２８年４月１日以降、有効に登録さ

れている者。

(2)

(3)

スポーツ安全保険に加入している者。



12．

黒字で番号を書くこと。なお、番号の下に区間番号を明記すること。

最終走者（第６区選手）の区間番号は、赤字で記入すること。

〔ゼッケン例〕

◎ １チームのみの参加の場合

ブロック番号

◎ 複数チームの参加の場合

13． 優勝チームから６位チームにトロフィー、賞状を授与する。

14．

タスキは、主催者で準備します。
大会当日にやむを得ず出場できない場合は代わりの選手の出場は可能

ですが、受付の際必ず申し出をお願いします。（ただし、参加資格を

満たし親の承諾を得ていること）

(3)

そ の 他 (1) 参加者の競技中の事故については、主催者で救急の手配のみ行うが、

その後の責任は負いません。

(2)

表 彰

(2)

３

１０１

25cm

20cm

(3) 複数チームで参加する場合は、チーム番号の右側に、Ａ、Ｂ、

Ｃ・・・の記号を記入すること。

チーム番号（太く書くこと）

チーム番号の右
側 に Ａ 、 Ｂ 、
Ｃ・・・の記号
を記入

ゼ ッ ケ ン 各チームにおいて縦２０cm、横２５cmのゼッケンを準備し、胸と背中につ

けること。各チームのゼッケン番号については、別紙登録団体（チーム）

ゼッケン番号一覧を参照のこと。

３

25cm

(1)

１０１Ｂ

３

区間番号（太く書くこと）

20cm
１０１Ａ



ゼッケン番号 ブロック名 ゼッケン番号 ブロック名

100～ 徳島 200～ 鳴門

300～ 海部 400～ 板野・名東

500～ 阿南・那賀 600～ 三好・美馬

700～ 小松島・勝浦 800～ 阿波・吉野川・名西

〔女子の部〕

ゼッケン番号 登録団体名 ゼッケン番号 登録団体名

101 飯谷ＪＶＣ 305 日和佐ファイターズ

102 応神ＪＶＣ 306 牟岐ＪＶＣ

103 大松ＪＶＣ 307 由岐ＪＶＣ

104 沖洲ＪＶＣ 401 藍住西ジュニアエース

105 方上カナリー 402 藍住東ＪＶＣ

106 上八万ＪＶＣ 403 藍住南ＪＶＣ

107 加茂名南ＪＶＣ 404 板野ＪＶＣ

108 川内北ＪＶＣ 405 北島北ＪＶＣ

109 川内南ＪＶＣ 406 北島南ＪＶＣ

110 北井上ＶＣ 407 喜来ＪＶＣ

111 佐古ＪＶＣ 408 高志フレンズ

112 就将 409 北斗七星

113 昭和ブライターズ 410 松茂ＪＶＣ

114 助任バンビ 411 佐那河内ＪＶＣ

115 千松ＶＣ 501 新野東ストロベリーズ

116 津田浜っ子ＶＣ 502 岩脇ＪＶＣ

117 富田ＪＶＣ 503 大野城山ＪＶＣ

118 八万南ＪＶＣ 504 加茂谷白龍

119 南井上ＪＶＣ 505 桑野インパルス

120 論田ＪＶＣ 506 宝田ジュニア

121 城東ＪＶＣ 507 橘ビッキーズ

122 渋野フレンドリー 508 津乃峰ジュニア

201 明神キッズ 509 椿キャッツ

202 北灘東ＪＶＣ　　　　 510 富岡ＪＶＣ

203 桑島 511 長生ＪＶＣ

204 里浦ＪＶＣ 512 那賀川ＪＶＣ

205 鳴門ＪＶＣ 513 中野島フェニックス

206 鳴門第一ＪＶＣ 514 羽ノ浦ＪＶＣ

207 鳴門西ＪＶＣ 515 見能林ＪＶＣ

208 林崎クラブ 516 山口ジュニア

209 板東リーダース 517 横見ＪＶＣ

301 海南バンビーズ 518 相生ＪＶＣ

302 海部ＪＶＣ 519 鷲敷ＪＶＣ

303 川上若あゆクラブ 520 新野クローバーズ

304 宍喰杉の子

（ゼッケン番号は、左１ケタがブロック番号で、後の２ケタがチーム番号）

（複数チームで参加する場合は、チーム番号の右側にＡ、Ｂ、Ｃ・・・の記号を記入）

徳島県小学生バレーボール連盟駅伝競走大会
　登録団体（チーム）ゼッケン番号一覧



〔女子の部〕

ゼッケン番号 登録団体名 ゼッケン番号 登録団体名

601 井川ＪＶＣ 151 新町バンビィーノ

602 池田ＪＶＣ　　　　　　　　 152 津田浜っ子Ｂｏｙｓ

603 箸蔵ＪＶＣ 153 ＴＳＫ・ＶＯＬＬＥＹ　ＢＯ－ＺＵ

604 三縄ＪＶＣ 154 就将Ｂs

605 やましろＪＶＣ 155 南部Growing　Up

606 足代ＪＶＣ 156 北井上排球部

607 加茂ＪＶＳ 251 鳴門いもっこクラブ

608 昼間ＪＶＣ 451 松茂ＳＶＣ

609 穴吹ＲＦＣ 551 阿南少年バレーボールクラブ

610 美馬ＪＶＣ 552 椿ジュニア

611 ＵＤＡⅡＳｗｅｅｐｅｒｓ 553 那賀川バレーボーイズ

701 港北 554 見能林ＪＶＣ

702 小松島ＪＶＣ 651 三庄スポーツ少年団ＶＣ

703 芝田キッズ 652 ＵＤＡⅡＳｗｅｅｐｅｒｓ

704 松心ジュニア 851 鴨島ＳＣ

705 新開ＪＶＣ

706 立江リトル

707 千代オーロラＪＶＣ

708 生比奈クラブ

709 勝浦ＪＶＣ

710 チーム隼

801 飯尾敷地

802 牛島ゴールド

803 学島エンジェルス

804 鴨島キャッツ

805 知恵島ＪＶＣ

806 森山ＪＶＣ

807 ＬＩＬＩＥＳ山川

808 石井ラビットＪＶＣ

809 神領ＪＶＣ

810 広野ＪＶＣ

811 阿波ＪＶＣ

812 阿波北ＪＶＣ

813 市場ジュニアＶＢＣ

814 市場ミッキーマウス

815 土成ミラクル

816 吉野チェリーズ

817 土成ＶＥＧＡ

818 土成レッズ

（男子はチーム番号の頭を「５」とする。）

〔男子の部〕


