
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JBVツアー実行委員会主管大会 

2013 競技規定 

（2013年 3月 27日改定） 



 

I．エントリー 

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、オープン予選大会 

 ◆オープン大会、オープン予選大会に参加を希望する日本人選手は日本ビーチバレー連盟選手登録の S

クラス登録を行ったのち、大会ごとに設定された締切り日までに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 

各カテゴリーのエントリー期限を原則下記の通りとし、大会ごとにエントリー期限を定める。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：30日前 

 ◆グランドスラム：30日前 

 ※それぞれのエントリー期限は大会 1 日目から数える。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。 

 

 監督、コーチ、トレーナー申請 

JBV ツアーオフィシャルスタッフとして会場内に入る監督、コーチ、トレーナーの申請も、選手エン

トリーと同じ期限とし、大会エントリー時に同時にエントリーすること。監督、コーチ、トレーナーの

申請については別紙「チームＡＤ発行ルール（２０１３年）」を参照ください。 

 

レイトエントリー 

エントリー期限が過ぎたのち、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

出来る。 

 ◆レイトエントリーは振込みにて選手 1人あたり 10,000円の罰金を支払い、支払いが完了した時点で



エントリーを認められる。 

 ◆レイトエントリーのチームにはオープン（本戦）の推薦枠は与えられないが予選のシーディングは

通常の規定通り行う。 

 

 参加料 

大会に参加するすべ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 1人あたりの参加料は以下の通りとする。 

 

 

 

 

 ◆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 

 ◆予選通過選手は本選であらたに参加料を支払う必要はない。 

 

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通り選ばれる。 

 

 オープン大会出場チームの決定 

 ◆推薦チーム（2 チーム）、予選上位チーム（2 チーム）、本戦ワイルドカードチーム（2 チーム）の 6

チームで行われる。 

 ◆本戦ワイルドカードチームが 2 チームに満たない場合、予選勝ち上がりチーム数が増えることがあ

る。 

 ◆推薦チーム（2チーム）は 2013年 JBVツアーポイントの合計によって決定する。 

◆第 1 戦は前年度の JBVツアーポイントで決定する。2 戦目以降で前の大会が終了していない場合、

前の大会終了をもって決定する。 

 ◆JBV ツアーポイントが同じ場合はエントリー締め切り時点の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による比較ができない場合は、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。 

 ◆オープン（本戦）のプレリミナリインクワイアリ時点でキャンセルが発生した場合、プレリミナリ

インクワイアリに参加している予選敗退チームから本戦出場チームを補充する場合がある。対象となる

チームは必ず当該大会の予選敗退チームに限り、その場での選手の変更は認めない。本戦出場権を得る

チームは、①予選順位の高いチーム、②JBV ツアーポイントの合計が高いチーム、③予選のシーディン

グが高いチームの順で決定する。 

 ◆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。 

 

 オープン予選大会出場チームの決定 

 ◆最大 8チームで行われる。予選ワイルドカードチームが最大 2チームこれに含まれる。 

 ◆予選出場チームは大会ごとにエントリー締め切り時点での日本ビーチバレーランキングポイントに

カテゴリー クラス 参加料
オープン予選 S 5,000円
オープン本戦 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



よって決定する。 

 ◆予選出場チームの日本ビーチバレーランキングポイントが同じ場合は、2013 年 JBV ツアーポイン

トによって決定する。JBVツアーポイントによる比較ができない場合は、JBVツアー実行委員会による

厳正な抽選により参加チームを決定する。第 1戦目は、前年度の JBVツアーポイントで決定する。 

 ◆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参加できることがある。 

 ◆予選の上位 2 チームは本戦への出場権を得る。ワイルドカードチーム数により出場枠が増えること

がある。 

 ◆予選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。 

 

 グランドスラム大会出場チームの決定 

 ◆16チームで行われる。ワイルドカードチームが最大 2チームこれに含まれる。 

 ◆大会出場チームは 2013年 JBVツアーポイントの合計によって決定する。 

 ◆JBV ツアーポイントが同じ場合はエントリー締め切り時点の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による比較ができない場合は、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参加できることがある。 

 ◆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の上限は以下の通り

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。 

 

 

 

 ◆ワイルドカードは下記いずれの種類を合わせても規定のチーム数を超えることはない。 

 ◆該当チームが無い場合はワイルドカードチームが無いこともある。 

 

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。 

 ◆ワイルドカードは、プロモーターワイルドカード、インターナショナルワイルドカード、JVA 強化

委員会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。 

 ◆ワイルドカード申請は、各大会の締め切り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３回までとする。 

 

カテゴリー ワイルドカード
オープン（本戦） 2
オープン（予選） 2
グランドスラム 2



ワイルドカードの申請権 

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。ただし、この申請はワイルドカードで

の出場意思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チームが選ばれるとは限

らない。 

 ◆ワイルドカード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。 

 

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出来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

らの申請がなければ大会にエントリーすることが出来ない。 

 

JVA 強化委員会ワイルドカード 

JVA 強化委員会は最大で 2チームのワイルドカードを申請することが出来る。 

 

ワイルドカードの決定権 

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 

各大会のエントリー期限後にエントリーを済ませたチームが大会への参加を取りやめる場合は必ずキャ

ンセルの手続きを行わなければならない。 

 

オープン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

クワイアリの受け付け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、JBV ツアー実行委員会がやむを得ない事由と判断した場合

に限り、罰則が適用されないことがある。 

 

オープン大会及びグランドスラム大会出場チームのキャンセル 

オープン大会及びグランドスラム大会の出場チームがキャンセルする場合は以下の手続きを行わなけれ

ばならない。 

 ◆オープン大会の推薦チームがキャンセルする場合は診断書を提出しなければならない。 

 ◆オープン大会に出場する予選通過チーム及びラッキールーザーチームは本戦出場が確定した時点よ

り、キャンセルする場合には診断書を提出しなければならない。 

 ◆グランドスラム大会にエントリーしたチームは、エントリー期限後から大会 8日前までは JBVツア

ー実行委員会事務局に連絡をすればキャンセルすることが出来る。大会 7 日前から大会プレリミナリイ



ンクワイアリ受付までの間にキャンセルする場合は、診断書を提出しなければならない。 

 ◆オープン大会及びグランドスラム大会における診断書の提出を必要とするキャンセルについて、診

断書の提出がないチームはチームあたり 50,000 円のキャンセル料を JBV ツアー実行委員会事務局に支

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。 

 ◆オープン大会及びグランドスラム大会においてプレリミナリインクワイアリの受付に来なかったチ

ーム、すなわち主催者に無断でキャンセルを行ったチームは、チームあたり 100,000 円の罰金を支払わ

なければならない。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。 

 ◆診断書の提出を必要とするキャンセルにおいて、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。 

 

５．選手変更 

エントリー期限以後でも JBVツアー実行委員会に連絡すれば、ルールに定められた範囲に限りチームで

どちらか一方の選手を変更することが出来る。 

 ◆変更によってチームに加入する選手はすでに日本ビーチバレー連盟選手登録を済ませていなければ

ならない。 

 ◆日本ビーチバレーランキングポイント、JBV ツアーポイントは変更後の選手のものを採用する。も

し選手変更によって日本ビーチバレーランキングポイント、JBV ツアーポイントが減る場合はシーディ

ングを変更する。すなわち推薦チームがオープン大会予選出場チームに繰り下がる。また、オープン大

会予選出場チームが補欠チームに繰り下がることがある。ただし、大会 7 日前以降の選手変更において

推薦チームの変更は行わない。 

 ◆オープン大会において変更時点ですでに推薦チームが決定している場合、JBV ツアーポイントが上

がることによってオープン大会予選出場チームが推薦チームに繰り上がることはない。 

 ◆補欠チームが選手を変更して日本ビーチバレーランキングポイントが増えた場合は、補欠チーム内

での順位が変更されるが、予選出場チームに繰り上がることはない。（予選出場チームに繰り上がるには

予選出場チームのキャンセルもしくは選手変更が行われた場合に限る）。 

 

選手変更期限 

大会 7日前以後の選手変更はチームあたり 50,000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。ただし、診断書の提出または JBVツアー

実行委員会がやむを得ないと判断した場合に限り、罰則が適用されないことがある。 

 

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時に限り、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出来る。 



 

II. シーディング 

１．シーディング 

大会のシーディングはプレリミナリインクワイアリの時点で確定する。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。 

各カテゴリーにおけるシーディングの方法は以下の通りとする。 

 

オープン予選大会 

プレリミナリインクワイアリ時点での日本ビーチバレーランキングポイントの合計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 ツアーポイントが高いチームを上位とす

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。 

 

オープン大会 

第 1戦は、前年度の 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、直近大

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。 

 

第 2戦以降の大会は、JBVツアーポイントの合計でシーディングを行う。JBVツアーポイントが同じ場

合は、前年度の JBV ツアーポイントの合計が高いチームが上位となる。前年度の 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。 

 

グランドスラム大会 

プレリミナリインクワイアリ時点での JBVツアーポイントの合計でシーディングを行う。JBVツアーポ

イントが同じ場合は、日本ビーチバレーランキングポイントが高いチームを上位とする。日本ビーチバ

レーランキング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。 

 

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。 

 

 

 

オープン大会のワイルドカードは特定のシードを与えない。ワイルドカードも正規のシーディングで決

定する。 

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がのうち

より上位となるシードを適用する。 

カテゴリー シーディング
オープン予選大会 5、6
オープン大会 -
グランドスラム大会 9、10



 

選手の変更 

選手を変更したチームのシーディングポイント及び JBVツアーポイント、日本ビーチバレーランキング

ポイントは変更後の選手のものを採用する。 

 

２．プレリミナリインクワイアリ 

大会の出場チーム及びシーディングはプレリミナリインクワイアリの時に確定する。それ以前のエント

リーリスト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がありえる。 

 ◆大会参加チームは原則 2人が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

JBVツアー実行委員会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、連絡のな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。 



 

III. トーナメント 

１．オープン予選大会 

オープン予選大会は最大 8チームのシングルエリミネーショントーナメントにて行われる。 

 ◆オープン予選大会は、オープン大会出場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。 

 ◆オープン大会ワイルドカード枠により 3位決定戦を行う場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seed1

seed8

seed5 (WC)

seed4 loser#5

seed3 loser#6

seed6 (WC)

seed7

seed2

Q

Q

Q

#1

#2

#5

#3

#4

#6

#7

オープン予選大会シングルトーナメント（2面開催） 

日 ラウンド マッチNo. チームA vs チームB
1 seed1 vs seed8
2 seed5 vs seed4
3 seed3 vs seed6
4 seed7 vs seed2
5 winner#1 vs winner#2
6 winner#3 vs winner#4

3位決定戦 7 loser#5 vs loser#6

1日目

1回戦

2回戦

日 ラウンド マッチNo. チームA vs チームB
1回戦 1 seed5 vs seed4

2 seed3 vs seed2
3 seed1 vs winner#1

3位決定戦 4 loser#3 vs loser#2

2回戦1日目

seed1

seed5 (WC)

seed4 loser#3

loser#2
seed3

seed2

#2 Q

#3 Q

#1

#4 Q

オープン予選大会シングルトーナメント（1面開催） 



 

２．オープン大会 

オープン大会は最大 6 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。 

 ◆6チームによるシングルトーナメント＋敗者復活（３位）戦方式 

 ◆6チームによるシングルトーナメント方式（1面開催のみ）3位決定戦を行う。 

 ◆3チーム×2プールのプール戦方式。 各プール 1位チームによる決勝戦と 2位チームによる 3位決

定戦を行う。 

 ◆プール戦の順位は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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seed1
seed5

seed4 決勝戦
seed3 #8

seed6
seed2

loser#2

loser#3 3位決定戦
loser#1 #7

loser#4

#6

#1

#2

#3

#4

#5

オープン大会シングルトーナメン＋敗者復活戦（2面開催） 

seed1
seed5

seed4 決勝戦
seed3 #6

seed6
seed2

loser#3
3位決定戦

#5
loser#4

#3
#1

#2
#4

オープン大会シングルトーナメント（1面開催） 

日 ラウンド マッチNo. チームA vs チームB
1回戦 1 seed5 vs seed4

2 seed3 vs seed6
2回戦 3 seed1 vs winner#1

4 winner#2 vs seed2
3位決定戦 5 loser#3 vs loser#4
決勝戦 6 winner#3 vs winner#4

1日目

2日目

日 ラウンド マッチNo. チームA vs チームB
1回戦 1 seed5 vs seed4

2 seed3 vs seed6
2回戦 3 seed1 vs winner#1

4 winner#2 vs seed2
5位決定戦 5 loser#2 vs loser#3

6 loser#1 vs loser#4
3位決定戦 7 winner#5 vs winner#6
決勝戦 8 winner#3 vs winner#4

1日目

2日目



 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 ラウンド マッチNo. チームA vs チームB
PoolA 1 seed4 vs seed5
PoolB 2 seed3 vs seed6
PoolA 3 seed1 vs seed5
PoolB 4 seed2 vs seed6
PoolA 5 seed1 vs seed4
PoolB 6 seed2 vs seed3
3位決定戦 7 A2 vs B2
決勝戦 8 A1 vs B1

1日目

2日目

決勝戦
#8

3位決定戦
#7

A1

B1

A2

B2

オープン大会プール（6チーム） 

PoolA PoolB
seed1 seed2
seed4 seed3
seed5 seed6

オープン大会プール戦後順位決定戦 



 

３．グランドスラム大会 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グランドスラムスケジュール（16チーム）
日 ラウンド マッチNo. 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

3日目

1日目

2日目
7位決定戦

5位決定戦

準決勝

1回戦

2回戦

13位決定戦

9位決定戦

3回戦

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

#12
#29

#8

#22 #26 #20
#28 #16

#7

#30

#5
#15

#11 #19

#6 #24

#3 #23

#10 #18
#14

#4

#1

#9

#2
#13

#21
#27

#25 #17



 

IV. その他重要事項 

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 セットマッチで行われる。

ただし、オープン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

式及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定を遵守して行われるが、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われる。 

 ◆ユニフォームチェックはマッチプロトコール時に審判によって行われる。ただし、プレリミナリイ

ンクワイアリ前に JBVツアー実行委員会により行われることがある。 

 ◆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、試合への参加は認められない。 

 

スポンサーロゴ 

スポンサーマークやロゴの数及び位置、サイズについては特に定めないが、胸番号、背番号の識別が可

能なものであること。 

 

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

を着用することが出来る。スポンサーマークやロゴの数およびサイズについては定めない。 

 ◆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出来る。 

 ◆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監督としてエン

トリーしている者に限りコーチングが認められる。監督をレイトエントリーするチームは 20,000円の罰

金を支払い、支払いが完了した時点でエントリーが認められる。 

 ◆ひとつのチームがひとつの大会においてエントリー出来る監督は 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出来る。 

 

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 

 

タイミング 

試合中は以下のタイミングでのみ監督はコーチングを行うことが出来る。 

それ以外の時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出来る。コートの外にいるすべての者には監督

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出来ない。 

 ◆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。 

 

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、JBV ツアー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。 

 ◆オープン大会ワイルドカード枠により本戦出場枠が変更になった場合、オープン予選大会 3 位であ

ってもオープン大会でのポイントが与えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．賞金について 

順位 順位
賞金総額 100万円～500万円～1000万円～ 賞金総額 600万円～ 1000万円～
1位 100 150 200 1位 200 400
2位 50 75 100 2位 100 200
3位 33 50 66 3位 66 132
4位 25 38 50 4位 50 100
5位 20 30 40 5位 40 80
順位 7位 28 56
1位 本戦出場 本戦出場 本戦出場 9位 22 44
2位 本戦出場 本戦出場 本戦出場 13位 15 30
3位 14 21 28
4位 11 17 22
5位 7 11 15
7位 5 8 10

オープン

予選

グランドスラム



オープン、グランドスラム共に賞金が支払われる。 

 

７．その他 

競技規定に明示されていない不測事項はすべて JBVツアー実行委員長が議長を務める調整委員会で決定

する。 

出場する選手は、（公財）日本バレーボール協会の定める倫理規定をよく読み、スポーツマンとしての

品位とフェアプレーの精神に基づいて試合に臨むこと。倫理規定に反する行為、不利益となる行為を行

った選手に対しては倫理委員会を設け、出場停止、または最高１０万円の罰金の支払い処分を行う。 

天候他、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、一切の保証を JBVツアー実行委員会及び日本ビーチバレー連盟に請求できない。 

 

 


