
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JBVツアー実行委員会主管大会 

2012競技規定 

平成 24年 4月 23日改定 



１．エントリー 

JBV ツアーに参加を希望する全てのチームは必ず所定のエントリー手続

きを済ませなければならない。 

 

エントリー資格 

 オープン大会、予選大会 

◆ オープン大会、予選大会は、日本人選手は日本ビーチバレー連盟選手

登録を Sクラスで登録を行ってからエントリーすること。この場合の

登録とは登録費を支払った時点で完了したものとする。 

◆ アマチュア選手（大学生、高校生、中学生）については A登録での参

加を認めるが、A登録選手へは賞金を授与しない。 

グランドスラム大会 

◆ グランドスラム大会は日本人選手は日本ビーチバレー連盟選手登録を

S、Aどちらかのクラスで行ってからエントリーすること。 

 

◆ 外国人選手は日本ビーチバレー連盟選手登録を行うか、その資格を有

さない場合は所属する国のバレーボール協会より大会事務局へ参加申

請を行うこと。 

◆ 日本ビーチバレー連盟選手登録を行っていない外国人選手が一人以上

含まれるチームはインターナショナルワイルドカードとしての出場扱

いとする。 

 

エントリー期限 

エントリー期限は、各カテゴリーごとに定める。それ以降のエントリー

はレイトエントリーとし、正規のエントリーとは異なる扱いとなる。 

 

◆ オープン：2012年 1月 12日～2月 13日 

◆ 予選大会：2012年 1月 12日～2月 13日 

◆ グランドスラム：2012年 3月 19日～8月 15日 

◆ エントリー期限は期限日の23時 59分までとする。 

※日程は変更となる場合があるので、各大会のエントリー要綱を見て

ください。 

 

オープン大会のレイトエントリー 

エントリー期限が過ぎたのち、翌日までの間レイトエントリーとしてエ

ントリーを行うことができる。 

◆ レイトエントリーは振込みにて選手一人あたり１0,000 円の罰金を支

払い、支払が完了した時点でエントリーを認められる。 

 

予選大会、グランドスラムのレイトエントリー 

エントリー期限が過ぎたのち、チーム数が出場チーム数に達していない

場合、大会 8 日前までの間レイトエントリーとしてエントリーを行うこ

とができる。 

◆ レイトエントリーは振込みにて選手一人あたり１0,000 円の罰金を支

払い、支払が完了した時点でエントリーを認められる。 

 

参加料 

大会に参加する全てのチームは所定の参加料を支払って大会に参加する。

選手一人あたりの参加料は以下のとおりとする。 

カテゴリー クラス 参加料 

オープン予選大会 Ｓ 5,000円 

オープン Ｓ 5,000円 

グランドスラム Ｓ 5,000円 

グランドスラム Ａ 10,000円 

 

◆ 参加料はプレリミナリインクワイアリにて現金で支払うこと。 

 

２．参加チームの決定 

各カテゴリーにおける参加チームは下記のとおり選ばれる。 

 

JBVツアーシード権 

◆ シード権は、推薦チーム（4 チーム）と予選大会での上位チーム（3

チーム）に与えられる。 

◆ シード権は取得した年の12月末までに開催されるJBVツアーを対象と

し有効とする。 

◆ 推薦チーム（4チーム）は前年度の JBVツアー個人ポイントの合計に

よって決定する。 

◆ 前年度の JBVツアーポイントが同じ場合は、直近の大会においてより

高い JBV ツアーポイントを持つチームを上位とする。ただし、JBV ツ

アーポイントによる比較が出来ない場合は JBVツアー実行委員会によ

る厳正な抽選により推薦チームを決定する。 

◆ シード権を得たチーム（7チーム）はやむをえない理由がない限りJBV

ツアーオープン及び JBVツアーグランドスラムへ参加しなければなら

ない。 

 

予選大会出場チームの決定 

◆ 予選大会出場チームの決定は JBVツアー個人ポイントの合計で上位４

チームを決定する。それ以降は日本ビーチバレーランキングポイント

で決定する。JBV ツアー個人ポイントの合計が同じ場合は、エントリ

ー期限日時点における日本ビーチバレーランキングポイントによって

決定する。日本ビーチバレーランキングポイントが同じ場合は、JBV

ツアー実行委員会による厳正な抽選により参加チームを決定する。 

◆ 定員を超えた場合、下位チームは補欠となり大会に参加できない場合

がある。ただしキャンセルがあった場合などのちに繰り上がって大会

に出場できることがある。 

◆ 予選大会の上位3チームは JBVツアーシード権を得ることが出来る。 

 

オープン大会出場チームの決定 

◆ シード権保持チーム（7チーム）とワイルドカード（5チーム）によっ

て行われる。 

◆ オープンの 7日前時点で欠場チームが発生した場合、チームの補充は

行わない。ただし、大会実行委員長の判断により、チャレンジワイル

ドカードとしてチームを補充することが出来る。 

◆ 出場チームはプレリミナリインクワイアリ時点で確定する。 

Ⅰ．エントリー 



 

グランドスラム大会出場チームの決定 

◆ 推薦チーム（シード権保持 7チーム＋ワイルドカード 2チーム）以外

のチームは、エントリー期限日時点における日本ビーチバレーランキ

ングポイントによって決定する。 

◆ 日本ビーチバレーランキングポイントが同じ場合は、JBV ツアー実行

委員会による厳正な抽選により参加チームを決定する。 

◆ 定員を超えた場合、下位チームは補欠となり大会に参加できない場合

がある。ただしキャンセルがあった場合などのちに繰り上がって大会

に出場できることがある。 

◆ 出場チームはプレリミナリインクワイアリ時点で確定する。 

 

３．ワイルドカード 

各カテゴリーにはワイルドカードが出場することがある。この枠での参

加チーム数は予選大会 2チーム、オープン大会 5チーム、グランドスラ

ム大会 2 チームとする。ただし、事前に欠場チームが発生した場合、ワ

イルドカードにて補充されることがある。 

 

ワイルドカードの対象 

ワイルドカードは日本人もしくは外国人のうちエントリー資格を取得し

ている選手を対象とし、所定のシードが与えられる。 

◆ ワイルドカードとは、プロモーターワイルドカードとチャレンジワイ

ルドカードから選ばれる。 

◆ ワイルドカードでの出場意思のあるチームは、申請手続きを行うこと

が出来る。 

◆ ワイルドカードの申請は、各大会の締切期日までに済まさなければな

らない。 

◆ 1チームに対しJBVツアープロモーターワイルドカードの使用制限は4

回とする。 

 

ワイルドカード申請権 

ワイルドカードの申請は、ワイルドカードエントリーにて行う。但し、

この申請は、ワイルドカードでの出場意志を確認するためのものであり、

申請チームの中からワイルドカードが選ばれるとは限らない。 

◆ ワイルドカードの申請は、大会ごとにエントリーを行う必要がある。 

 

JBVツアープロモーターワイルドカード 

JBVツアープロモーターは最大で2チームのワイルドカードを申請するこ

とが出来る。 

 

JBVツアーチャレンジワイルドカード 

JBVツアーチャレンジワイルドカードは、JVA強化委員会、指定されたサ

テライト大会の上位チーム、インターナショナルワイルドカード、ワイ

ルドカードの申請のあったチームから最小で 3 チームのワイルドカード

を申請することが出来る。 

 

インターナショナルワイルドカード 

外国人で選手登録ができない選手が含まれるチームはインターナショナ

ルワイルドカードの枠内で出場しなければならない。インターナショナ

ルワイルドカードの対象者は所属する国のバレーボール協会からの申請

が無ければならない。 

 

ワイルドカードの決定権 

全てのワイルドカードはJBVツアー実行委員会が決定する。 

 

４．キャンセル 

予選大会出場チームのキャンセル 

JBV ツアー実行委員会事務局に連絡し確認を受けた時点でキャンセルが

認められる。プレリミナリインクワイアリの受付が終了するまでに連絡

がない場合のキャンセルは無条件でチームあたり20,000円の罰金を支払

わなければならない。ただし、大会実行委員長が議長を務める調整委員

会がやむを得ないと認めた場合に限り罰則が適用されないことがある。 

 

オープン大会出場チームのキャンセル 

出場チームは、原則キャンセルできない。キャンセルする場合は、規定 

の罰金を支払わなければならない。但し、下記に定める免除事由にあた

る場合罰則が適用されない。 

 

免除事由 

◆怪我、急病などの事由で、事前に JBV ツアー実行委員会事務局へ診断

書の提出がある場合。 

◆大会実行委員長が議長を務める調整委員会がやむを得ない事由と判断

した場合。 

 

罰則について 

◆シード権保持チームが、免除事由と認められない事由でキャンセルす

る場合はチームあたり 300,000 円の罰金を支払わなければならない。も

し速やかに支払われない場合、以後の大会を出場停止となる可能性があ

る 

◆ シード権保持チームが、プレリミナリインクワイアリ、受付に来ない、

すなわち主催者に無断でキャンセルを行った場合、チームあたり

500,000 円の罰金を支払わなければならない。もし速やかに支払われ

ない場合、以後の大会を出場停止となる可能性がある。 

 

グランドスラム大会出場チームのキャンセル 

◆ グランドスラムに出場するシード保持チーム（7 チーム）のキャンセ

ルは、前述のオープン大会のキャンセルと同様とする。 

◆ グランドスラムにエントリーしたシード権を保持しないチームはエン

トリー期限後から大会 8日前までは大会事務局に連絡すればキャンセ

ルすることが出来る。大会 7日前からプレリミナリインクワイアリ受

付までの間にキャンセルする場合には、チームあたり 100,000円の罰

金を支払わなければならない。ただし、急病や怪我による診断書の提

出がある場合、罰則は適用されない。プレリミナリインクワイアリの

受付に来ない、すなわち主催者に無断でキャンセルを行った場合は、

チームあたり 200,000円の罰金を支払わなければならない。もし速や

かに支払われない場合、以後の大会を出場停止となる可能性がある。 

 



 

５．選手の変更 

年間シード権を取得したチームは、原則、選手の変更は出来ない。ただ

し、シードチーム同士の組替えの場合については、ＪＢＶツアー実行委

員会で承認された場合可能とする。 

それ以外の選手変更は、大会実行委員長が議長を務める調整委員会がや

むを得ない事由と判断した場合のみ選手変更が可能である。選手変更の

詳細は下記とする。 

◆ケース1：シード権保持チーム同士の組み換えの場合、またはシード権

保持チームにおいてどちらか一方の選手の変更の場合、変更後のチー

ムはそれぞれ規定のシードが与えられる。シード権保持チーム数は変

わらない。 

◆ケース 2：シード権保持チームにおいて両選手がペアを変更した場合、

両選手ともシード権を失い、シード権保持チームが 6チームとなり、

ワイルドカードが1チーム追加される。 

◆ケース3：シード権保持チームにおいて両選手が引退した場合、シード

権保持チームが 6チームとなり、ワイルドカードが 1チーム追加され

る。 

◆ケース4：シード権保持チームが選手の変更を希望しない場合、JBVツ

アー実行委員長が議長を務める調整委員会が認めた場合、シード権を

放棄しワイルドカードで大会にエントリーすることが可能である。 

◆大会 7 日前以後、キャンセル、変更等によりチームが欠場する場合、

原則、チームは補充しない。ただし、大会開催に支障をきたす場合は

大会実行委員長の判断により補充する場合がある。 

◆ 怪我等やむを得ない理由により選手変更をする場合、JBV ツアー実行

委員会事務局へ選手変更の申請を行い、診断書の怪我の期間、最大で

１ヶ月間、代理の選手と出場することが可能である。 

◆ 変更によってチームに加入する選手はすでに日本バレーボール協会の

ビーチバレー選手登録を Sクラスで登録を済ませていなければならな

い。 

◆ 変更チームのシーディングポイントは規定のシーディングポイントを

採用する。 

 

予選大会出場チームの選手変更 

予選大会に出場するチームは大会 7 日前以後に選手を変更する場合は、

診断書を提出しなければならない。診断書の提出がないチームはチーム

あたり 20,000円の罰金を支払ったうえで出場することが出来る。ただし

診断書がない場合でも JBV ツアー実行委員会がやむを得ないと認めた場

合に限り、罰則が適用されないことがある。 

エントリー期限後に選手の変更を行った場合、日本ランキングポイント

が上がったことによって補欠チームが出場チームに繰り上がることはな

い。 

 

グランドスラム出場チームの選手変更 

グランドスラムに出場するシード権を保持しないチームが大会 7 日前以

後に選手を変更する場合は、診断書を提出しなければならない。診断書

の提出がないチームはチームあたり 100,000 円の罰金を支払ったうえで

出場することが出来る。ただし診断書がない場合でも JBV ツアー実行委

員会がやむを得ないと認めた場合に限り、罰則が適用されないことがあ

る。 

エントリー期限後に選手の変更を行った場合、日本ランキングポイント

が上がったことによって補欠チームが出場チームに繰り上がることはな

い。 

 

ワイルドカードの選手変更 

ワイルドカードはいかなる時点で選手を変更した場合も JBV ツアー実行

委員会が認めたときに限り、ワイルドカードのままどちらか一方の選手

を変更することができる。 

 

 



１．シーディング 

各カテゴリーにおけるにシーディングの方法は以下のとおりとする。 

 

予選大会 

前年度の JBV ツアーポイントでシード１～４のシーディングを行う。シ

ード５以下は日本ビーチバレーランキングポイントでシーディングを行

う。ポイントが同じ場合は、エントリー締切時点での日本ビーチバレー

ランキングポイントでシーディングを行う。日本ビーチバレーランキン

グポイントが同じ場合は JBV ツアー実行委員会による厳正な抽選により

シーディングを決定する。但し、レイトエントリー、チームのキャンセ

ル等変更があった場合は、プレリミナリインクワイアリ時点で確定する。 

 

オープン 

第１戦は、前年度の JBV ツアーポイントでシーディングを行う。ポイン

トが同じ場合は、直近の大会においてより高い JBV ツアーポイントを持

つチームを上位とする。JBVツアーポイントによる比較が出来ない場合は

JBV ツアー実行委員会による厳正な抽選によりシーディングを決定する。

シーディングは、大会 7 日前に確定する。それ以前のシーディングは暫

定的なものであり、主催者の公表の有無に関わらず変更する場合がある。 

 

第 2戦以降の大会は、今年度の JBVツアーポイントの合計でシーディン

グを行う。ポイントが同じ場合は前年度の JBV ツアーポイントが高いチ

ームが上位となる。前年度の JBVツアーポイントが同じ場合は JBVツア

ー実行委員会による厳正な抽選によりシーディングを決定する。 

 

大会 8 日前以前にチームのキャンセル、変更があった場合のシーディン

グは下記の通りとする。シーディングは、大会 7 日前もしくは前大会終

了後に確定する。それ以前のシーディングは暫定的なものであり、主催

者の公表の有無に関わらず変更する場合がある。 

 

◆ケース1：シード権保持チーム同士の変更があった場合、またはシード 

権保持チームにおいてどちらか一方の選手の変更の場合、変更チーム 

のシーディングポイントは規定のシーディングポイントを採用する。 

◆ケース 2：シード権保持チームにおいて両選手がペアを変更した場合、

両選手ともシード権を失い、シード権保持チームが 6 チームとなり、

チャレンジワイルドカードが 1 チーム追加される。その場合のシード

は、9、10、11、12となる。 

◆ケース3：シード権保持チームにおいて両選手が引退した場合、シード

権保持チームが 6チームとなり、チャレンジワイルドカードが 1チー

ム追加される。その場合のシードは、9、10、11、12となる。 

 

大会 7 日前以後、キャンセル、変更等によりチームが欠場する場合、原

則、チームは補充しない。ただし大会開催に支障をきたす場合は大会実

行委員長の判断によりチャレンジワイルドカードとして補充し、シーデ

ィングの変更する場合がある。その場合のシードは、9、10、11、12とな

る。 

 

 

グランドスラム 

シード権保持チームは、前述のオープン大会 2 戦目以降と同様とする。

大会 8 日前までにチームのキャンセル、変更があった場合のシーディン

グは下記の通りとする。シーディングは、大会 7 日前もしくは前大会終

了後に確定する。それ以前のシーディングは暫定的なものであり、主催

者の公表の有無に関わらず変更する場合がある。 

 

◆ケース1：シード権保持チーム同士の変更があった場合、またはシード

権保持チームにおいてどちらか一方の選手の変更の場合、変更チーム

のシーディングポイントは規定のシーディングポイントを採用する。  

◆ケース 2：シード権保持チームにおいて両選手がペアを変更した場合、

両選手ともシード権を失い、シード権保持チームが 6 チームとなり、

ワイルドカードが 1 チーム追加される。その場合のワイルドカードの

シードは11とする。 

◆ケース3：シード権保持チームにおいて両選手が引退した場合、シード

権保持チームが 6チームとなり、ワイルドカードが 1チーム追加され

る。その場合のワイルドカードのシードは11とする。 

 

大会 7 日前以後、キャンセル、変更等によりチームが欠場する場合、原

則、チームは補充しない。ただし大会開催に支障をきたす場合は大会実

行委員長の判断により補充し、シーディングを変更する場合がある。そ

の場合のワイルドカードのシードは11とする。 

 

シード権を保持しないチームは、上記のシード以外に入る。その際のシ

ーディングは、エントリー締切時点での日本ランキングポイントで行う。

日本ランキングポイントが同じ場合は JBV ツアー実行委員会による厳正

な抽選によりシーディングを決定する。但し、レイトエントリー、チー

ムのキャンセル等変更があった場合は、プレリミナリインクワイアリ時

点で確定する。 

 

ワイルドカード 

ワイルドカードはカテゴリーにより以下のシードが与えられる。 

◆予選大会：シード11、12 

◆オープン（プロモータワイルドカード）：シード 7、8 

◆オープン（チャレンジワイルドカード）：シード 10、11、12 

◆グランドスラム：シード9、10 

上記シードは今年度の JBV ツアーポイントの合計が高いチームが上位と

なる。JBVツアーポイントが同じ場合は前年度の JBVツアーポイントが高

いチームが上位となる。前年度の JBV ツアーポイントが同じ場合は JBV

ツアー実行委員会による厳正な抽選を行う。 

◆選手変更によりワイルドカードが追加された場合、規定のシードが与

えられる。 

◆ワイルドカードのシーディングは上記の与えられるシーディングと自

らが持つシーディングポイントのうち、より上位となるシードを適用

する。 

Ⅱ．シーディング 



 

２．プレリミナリインクワイアリ 

大会の出場チームは、プレリミナリインクワイアリ時に確定する。それ

以前の出場チームは暫定的なものであり主催者の公表の有無に関わらず

変更する場合がある。 

◆ 大会参加チームは必ずプレリミナリインクワイアリに参加しなければ

ならない。 

◆ やむを得ない理由によりプレリミナリインクワイアリに参加できない 

チームは受付終了時間までに事務局に連絡しなければならない。受付 

終了時点でプレリミナリインクワイアリの会場にいないチーム、連絡 

の無いチームは無断でのキャンセルとみなし規定の罰則が適用される。 

 



オープントーナメントスケジュール(ダブル12チーム）

日 ﾗｳﾝﾄﾞ ﾏｯﾁ№. ﾁｰﾑA ｖｓ ﾁｰﾑB
１ seed9 ｖｓ seed8
２ seed5 ｖｓ seed12
３ seed11 ｖｓ seed6
４ seed7 ｖｓ seed10
５ seed1 ｖｓ winner#1
６ winner#2 ｖｓ seed4
７ seed3 ｖｓ winner#3
８ winner#4 ｖｓ seed2
９ loser#4 ｖｓ loser#6

１０ loser#5 ｖｓ loser#3
１１ loser#2 ｖｓ loser#8
１２ loser#7 ｖｓ loser#1
１３ winner#5 ｖｓ winner#6
１４ winner#7 ｖｓ winner#8

１５ winner#10 ｖｓ winner#9

１６ winner#12 ｖｓ winner#11

１７ winer#15 ｖｓ loser#14

１８ loser#13 ｖｓ winner#16

１９ winner#13 ｖｓ winner#17

２０ winner#14 ｖｓ winner#18

３位決定戦 ２１ loser#19 ｖｓ loser#20

決勝 ２２ winner#19 ｖｓ winner#20

５位決定戦

準決勝

１回戦

２回戦

４日目

１日目

２日目

３日目

９位決定戦

３回戦

７位決定戦

 

オープントーナメント（１２チーム）

seed1

seed9

loser#14 loser#6

seed8

seed5 loser#4

loser#3

seed12

seed4 loser#5

seed3 loser#8

seed11

loser#2

seed6 loser#1

seed7

loser#13 loser#7

seed10 loser#19

seed2

loser#20

#21

#22

#7

#5

#1

#9

#13
#19

#17

#15

#2

#6 #10

#11

#3

#16

#14 #18
#20

#12

#4

#8

 

 

１．オープン 

オープンは最大12チームが参加して行われる。開催方式は以下のいずれ

かの方式にて行われる。どちらになるかは事前に告知されるが大会によ

って異なる 

◆ 12チームによるダブルエリミネーショントーナメント方式 

◆ 12チームによるシングルエリミネーショントーナメント方式 

◆ 3 チーム×4 プールのプール戦を行い、各プール上位 1 チームによる  

4チームシングルエリミネーショントーナメント方式 

◆ プール戦の順位決定は①勝敗②得失セット差③得点率の順位で行う。

同率チームが 2チームの場合、直接対決の勝者が上位とする。3チーム

の場合は抽選を行う。 

◆ 3位決定戦を行う。 

 

 

Ⅲ．トーナメント 

オープンプール（12チーム）

PoolA PoolB PoolC PoolD

Seed1 Seed2 Seed3 Seed4

Seed8 Seed7 Seed6 seed5

Seed9 Seed10 Seed11 Seed12

プール戦後オープントーナメント（４チーム）

loser#13

#15

loser#14

B1

A1

#13

D1

#16

C1

#14

オープンプールスケジュール（12チーム）

日 ﾗｳﾝﾄﾞ ﾏｯﾁ№. ﾁｰﾑA ｖｓ ﾁｰﾑB

PoolA １ seed1 ｖｓ seed9

PoolB ２ seed2 ｖｓ seed10

PoolC ３ seed3 ｖｓ seed11

PoolD ４ seed4 ｖｓ seed12

PoolA ５ seed8 ｖｓ seed9

PoolB ６ seed7 ｖｓ seed10

PoolC ７ seed6 ｖｓ seed11

PoolD ８ seed5 ｖｓ seed12

PoolA ９ seed1 ｖｓ seed8

PoolB １０ seed2 ｖｓ seed7

PoolC １１ seed3 ｖｓ seed6

PoolD １２ seed4 ｖｓ seed5

１３ A1 ｖｓ D1

１４ C1 ｖｓ B1

３位決定戦 １５ loser#13 ｖｓ loser#14

決勝 １６ winner#13 ｖｓ winner#14

準決勝

３日目

１日目

２日目



シングルトーナメントスケジュール(１２チーム）

日 ﾗｳﾝﾄﾞ ﾏｯﾁ№. ﾁｰﾑA ｖｓ ﾁｰﾑB
１ seed9 ｖｓ seed8
２ seed5 ｖｓ seed12
３ seed11 ｖｓ seed6
４ seed7 ｖｓ seed10
５ seed1 ｖｓ winner#1
６ winner#2 ｖｓ seed4
７ seed3 ｖｓ winner#3
８ winner#4 ｖｓ seed2
９ winner#5 ｖｓ winner#6

１０ winner#7 ｖｓ winner#8
１１ loser#9 ｖｓ loser#10
１２ winner#9 ｖｓ winner#10

決勝戦４日目

１回戦

2回戦

１日目

２日目

準決勝戦３日目

 

シングルトーナメント（１２チーム）

seed1

seed9

seed8
seed5

seed12

seed4
seed3

seed11

seed6
seed7

seed10 loser#9

seed2

loser#10

#1

#2

#3

#4

#11

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



予選大会スケジュール(１６チーム）

日 ﾗｳﾝﾄﾞ ﾏｯﾁ№. ﾁｰﾑA ｖｓ ﾁｰﾑB
１ seed9 ｖｓ seed16
２ seed13 ｖｓ seed12
３ seed11 ｖｓ seed14
４ seed15 ｖｓ seed10
５ winner#1 ｖｓ seed8
６ seed5 ｖｓ winner#2
７ winner#3 ｖｓ seed6
８ seed7 ｖｓ winner#4
９ seed1 ｖｓ winner#5

１０ winner#6 ｖｓ seed4
１１ seed3 ｖｓ winner#7
１２ winner#8 ｖｓ seed2
１３ winner#9 ｖｓ winner#10
１４ winner#11 ｖｓ winner#12
１５ loser#13 ｖｓ loser#14

3回戦

シード決定戦

１日目

２日目

１回戦

2回戦

 

予選大会トーナメント（１６チーム）

seed1

seed9

seed16 #5

seed8
seed5

seed13 #6

seed12

seed4
seed3

seed11

seed14 #7

seed6
seed7

seed15 #8

seed10

seed2

loser#13

loser#14

#1

#2

#3

#4

#13

#14

#15

#9

#10

#11

#12

 

２．予選大会 

シード権予選大会は16チームシングルエリミネーショントーナメントを

標準として行なわれる。 

◆ 予選大会はシード権獲得チームが決定するラウンドにてトーナメン

トを終了する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



グランドスラムトーナメント（１６チーム）

seed1

seed16

seed9

loser#22 loser#8

seed8

seed5 loser#7

loser#10

loser#9
seed12 loser#6
seed13

loser#5

seed4

seed3

loser#4

seed14

seed11 loser#3

loser#12

loser#11
seed6 loser#2

seed7

loser#21 loser#1

seed10 loser#27

seed15

loser#28

seed2

#13

#14

#15

#1

#4

#5

#25

#26

#24

#23

#30

#29

#21

#22

#27

#28
#16

#17

#18

#19

#20

#2

#3

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

 

グランドスラムスケジュール(１６チーム）

日 ﾗｳﾝﾄﾞ ﾏｯﾁ№. ﾁｰﾑA ｖｓ ﾁｰﾑB
１ seed1 ｖｓ seed16
２ seed9 ｖｓ seed8
３ seed5 ｖｓ seed12
４ seed13 ｖｓ seed4
５ seed3 ｖｓ seed14
６ seed11 ｖｓ seed6
７ seed7 ｖｓ seed10
８ seed15 ｖｓ seed2
９ winner#1 ｖｓ winner#2

１０ winner#3 ｖｓ winner#4
１１ winner#5 ｖｓ winner#6
１２ winner#7 ｖｓ winner#8
１３ loser#8 ｖｓ loser#7
１４ loser#6 ｖｓ loser#5
１５ loser#4 ｖｓ loser#3
１６ loser#2 ｖｓ loser#1
１７ winner#13 ｖｓ loser#10
１８ loser#9 ｖｓ winner#14
１９ winner#15 ｖｓ loser#12
２０ loser#11 ｖｓ winner#16
２１ winner#9 ｖｓ winner#10
２２ winner#11 ｖｓ winner#12
２３ winner#17 ｖｓ winner#18
２４ winner#19 ｖｓ winner#20
２５ winner#23 ｖｓ loser#22
２６ loser#21 ｖｓ winner#24
２７ winner#21 ｖｓ winner#25
２８ winner#22 ｖｓ winner#26

３位決定戦 ２９ loser#27 ｖｓ loser#28
決勝 ３０ winner#27 ｖｓ winner#28

７位決定戦

１日目

２日目

１回戦

１３位決定戦

３日目

５位決定戦

準決勝

２回戦

９位決定戦

３回戦

 

３．グランドスラム 

グランドスラムは16チームが参加して行なわれる。 

◆ 予選は行わない。規定により選ばれた 16 チームが

出場することができる。 

◆ 16 チームによるダブルエリミネーショントーナメ

ントを行う。 

◆ 3位決定戦を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．競技全般 

 

男女共催 

JBVツアー実行委員会主管大会は全て男女共催で行なわれる。 

やむを得ない事情が発生した場合に限り、男女別開催で行われる場合が

ある。 

 

試合形式 

JBV ツアー実行委員会主管大会の全てのカテゴリーにおいて全ての試合

が３セットマッチで行なわれる。ただし予選大会はキャップが設けられ

ることがある。 

 

大会形式の変更 

事前もしくは当日に関わらずやむを得ない事情が発生した場合に限り、

競技委員長はトーナメント方式および試合形式を変更することがある。 

 

２．ユニフォーム 

全てのカテゴリーは日本ビーチバレー連盟のユニフォーム規則を遵守し

て行なわれるが、JBVツアーに限り特例規定を適用する。各チームは基本

的に規則に適合したユニフォームを自分たちで用意しなければならない

が、カテゴリーによってはトップスが支給されることがある。ユニフォ

ームのルールに関して詳細な基準は日本ビーチバレー連盟競技委員長の

判断によって行なわれる。 

◆ ユニフォームのチェックはマッチプロトコール時に審判によって行な

われる。ただし、プレリミナリインクワイナリ前に JBVツアー実行委

員会により行われる場合がある。 

◆ もしチェック時にユニフォームに違反があると判断された場合、試合

への参加が認められない。 

 

スポンサーロゴ 

スポンサーロゴは上下前後、各 300 平方センチメートル以内の範囲でチ

ームスポンサー名または商品名・商標・ロゴマークをユニフォームに表

示することが出来る。 

 

トップスの支給 

大会主催者よりトップスの支給があった場合、選手は必ずそれを着用し

て試合しなければならない。トップス支給の有無は事前に JBV ツアー実

行委員会事務局より告知される。 

 

アンダーウェア等の着用 

低温などの悪条件において審判委員長の許可があった場合に限りユニフ

ォームの下にアンダーウェア等を着用することができる。 

◆ チームは必ず同系色のアンダーウェアを着用しなければならず、どち

らか一方の選手だけが着用することは許されない。 

 

３．コーチング 

全てのカテゴリーでルールの範囲内で監督が試合前にコートでウォーム

アップを手伝う、また試合中にコーチングを行うことができる。 

◆ 監督は指定された資格を持つ者に限り、またチームの大会エントリー

の時に一緒にエントリーをしていなければ監督としてコーチングを認

められない。監督をレイトエントリーするチームは、チームあたり

20,000円の罰金の対象となる。 

◆ ひとつのチームがひとつの大会においてエントリーできる監督は１名

だけとする。 

◆ ひとりの監督は同じ大会において複数のチームの監督としてエントリ

ーすることができる。 

 

コーチング資格 

試合中監督がコーチングを行うためには以下のＪＢＶ公認指導者資格以

上の資格を持っている必要がある。 

◆ 日体協公認スポーツ指導者 

◆ 日体協公認コーチ 

◆ ビーチバレーリーダー 

 

タイミング 

試合中は以下のタイミングのみで監督はコーチングを行うことができる。

それ以外のときには監督はベンチで沈黙を保たなければならない。 

◆ 試合開始前 

◆ タイムアウト時 

◆ テクニカルタイムアウト時 

◆ セット間 

◆ 試合終了後 

 

場所 

監督は自チームのベンチでのみコーチングを行うことができる。コート

の外にいる全ての者には監督としての権利は与えられない。 

◆ 監督はマッチプロトコール時（コイントス時）にはコートに入ってい

なければならず、それ以降は試合終了までコートに入ることはできな

い。 

◆ 監督が試合の途中でベンチを離れた場合、試合終了までコートの外に

いなければならない。 

◆ 監督は試合中ベンチで外部の者と接触してはならない。 

 

罰則１【コーチングのタイミングに対する罰則】 

監督が規定以外のタイミングでコーチングを行ったと審判が認めた場合、

対象チームは以下の罰則を受ける。 

◆ １度目＜注意＞イエローカードが与えられる。 

◆ ２度目＜警告＞レッドカードで相手チームに１点が与えられる。 

◆ ３度目＜退場＞監督は大会会場（イベントエリア）から退場となる。 

 

罰則２【審判に対する侮辱行為、反スポーツマン行為に対する罰則】 

監督が審判もしくは相手チームなどに対して暴言などの侮辱的行為また

は反スポーツマン行為を行ったと審判が認めた場合、対象チームは以下

の罰則を受ける。 

◆ １度目＜退場＞監督は大会会場から退場となる。

Ⅳ．その他重要事項 



順位
賞金総額 300万円～ 500万円～ 1000万円～

１位 100 150 200
２位 50 75 100
３位 33 50 66
４位 25 38 50
５位 20 30 40
７位 14 21 28
９位 11 17 22

１３位 ― ― ―

順位
賞金総額 600万円～ 1000万円～

１位 200 400
２位 100 200
３位 66 132
４位 50 100
５位 40 80
７位 28 56
９位 22 44

１３位 15 30

オープン

グランドスラム

 

罰則３【コーチングの場所に対する罰則】 

監督もしくはそれ以外の者がベンチ以外の場所からコーチングを行った

と審判が認めた場合、反則者には以下の罰則が与えられる。 

◆ １度目＜注意＞コーチングを行った者に対し注意が与えられる。 

◆ ２度目＜退場＞コーチングを行った者は大会会場から退場となる。 

 

罰則４【悪質な反則行為に対する罰則】 

上記またはコーチングに関するその他の反則行為に悪質性が認められた

場合、対象チームに対して罰金などの処分が下される場合がある。 

 

４．大会の棄権について 

国際大会等では、｢棄権｣をチームの既得権として扱っているが、本大会

は、日本バレーボール協会の傘下の大会であるため、国内競技委員会の

趣旨に沿い、原則｢棄権｣は「大会の放棄」とみなし、ルーザーでのプレ

ーを認めない。ただし、大会実行委員長が議長を務める調整委員会がや

むを得ないと判断した場合はそれに当たらない。 

 

５．ポイント 

大会に参加したチームには表の通りカテゴリーごとに定められた JBV ツ

アーポイントが与えられる。 

 

６．予選大会について 

次年度の予選大会については今年度と同様の予選大会を開催する予定で

ある。 

 

７．賞金について 

オープン、グランドスラム共に賞金が支払われる。 

下記の金額は最少の金額となり、大会によってさらに加算される場合も

ある。 

 

オープンの賞金 

総額 300万円（１大会）の場合 

1位：50万円、2位：30万円、3位：20万円、4位：12万円、 

5位（4チーム）：7万円、9位（4チーム）：2.5万円 

 

グランドスラムの賞金 

総額 600万円（1大会）の場合 

1位：100万円、2位：60万円、3位：40万円、4位：20万円、 

5位（2チーム）：13万円、7位（2チーム）：9万円、 

9位（4チーム）：6万円、13位（4チーム）：3万円 

 

８．その他 

競技規定に明示されていない不測事項はすべて大会実行委員長が議長を

務める調整委員会で決定する。 

天候ほかいかなる理由により大会が中止、縮小となった場合でも、大会

にエントリーした選手は、交通費、宿泊費等、一切の補償をＪＢＶツア

ー実行委員会および日本ビーチバレー連盟に請求出来ない。 

 


