
 

 

 

2022 年 9 月 10 日(土)11 日(日)『マルちゃんカップ 第 35 回ビーチバレーin くまもと』が芦北町にて開催が決定しま

した。今年で 35回となる本大会は、誰もが参加できるビーチバレー大会となっております。奮ってご参加ください！ 

 

主催 芦北町   

 

共催 熊本県バレーボール協会 ・ テレビ熊本 

 

特別協賛 東洋水産株式会社 

 

後援 熊本県教育委員会 ・ 芦北町教育委員会 ・ 芦北町観光協会  

 

開催日 ■予選大会 

 鶴ヶ浜海水浴場・マリンパークビーチで同時開催 

 2022年 9月 10日（土） 

 受   付  8：00 ～ 8：45  

 開 始 式  9：00 ～ 9：20  

 試合開始  9：30 ～ 

 

 ■決勝大会 

 鶴ヶ浜海水浴場で開催 

 2022年 9月 11日（日） 

 受   付  8：00 ～ 8：30 

 開 会 式  8：45 ～ 9：15 

 試合開始  9：30 ～ 

 

会場 芦北町 鶴ヶ浜海水浴場 及び マリンパークビーチ 

 

競技方法 別紙の競技規則をご確認ください。 

 

募集種目 （Ａ）男子 2人制  ※高校生以上   （Ｂ）男子 4人制  ※中学生以上 

 （Ｃ）女子 4人制  ※中学生以上   （Ｄ）男女混合 4人制（男 2 ・ 女 2）  ※高校生以上 

 ※中学生チームは成人の引率者が必要。 

 

決勝進出チーム数 ■男子 2人制     ベスト   8 

  ■男子 4人制     ベスト  16 

  ■女子 4人制     ベスト  16 

  ■男女混合 4人制  ベスト   8 

 

表彰 各種目 決勝トーナメントの優勝 ・ 準優勝 ・ 3位チーム 

 

アトラクションなど ビーチフラッグス大会を開催いたします。ぜひご参加ください。（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マルちゃんカップ 第 35回ビーチバレーin くまもと 募集要項 

第 35回ビーチバレーin くまもと 募集要項 



 

お申し込み方法 下記どちらかの方法にてお申し込みください。 

・ＴＫＵのホームページ内にある特設入力フォーム ※6月 27日(月)から受付開始 

・同封している申込書に記入後、FAXの送信 【FAX番号：096-323-6854】 ※受付中 

 

 

 

 

 

申込注意事項 ■チーム名は『6文字以内』（記号は不可） 

 差別用語・放送禁止用語・他人が不快に感じる用語等を使用したチーム名は 

 受け付けることが出来ません。事務局が〈不適当〉と判断した場合は、 

 チーム名の変更をお願いすることがあります。 

 ■同一のチーム名で応募があった場合は、先に応募いただいた方を優先致します。 

 

参加料 

 2人制 ： 1 チーム   3,000 円 （保険料 ・ 駐車料金 等 含む） 

 4人制 ： 1 チーム   6,000 円 （保険料 ・ 駐車料金 等 含む） 

 

 お申し込み後、下記口座への参加費のお振込みをお願い致します。 

肥後銀行  池田支店（店番号：172） 普通口座 364846 
ビーチバレーin くまもと 代表 藤本 勇也  

 

振替注意事項 参加料のお支払いは『銀行振込』に限ります。 

※振込手数料は、各自でご負担をお願い致します。 

※振込者名は必ず『チームの代表者名』でお振込みください。 

※中学生チームの場合は、『引率者名（成人に限る）』をご入力下さい。 

 

参加申込締切日 2022年 7月 27日（水） 17時 必着 

参加料の振込をもって 参加の受付完了となります。 

※チームの事情により、参加をキャンセルされた場合の返金は一切出来ません。 

※同一の代表者で複数のチームが出場される場合は、まとめてご入金をお願いいたします。 

※大会が 2日間中止となった場合のみ、代表者様宛に現金書留にて参加費を返金致します。 

 

注意事項（必ずお読み下さい） 

・申し込み締切日以降のメンバー変更、チーム名の変更は出来ません。 

・同一人物の複数チームへのエントリー及び出場は認められません。 

・補欠の登録は出来ません（2人制の 3人目、4人制の 5人目等は不可）。 

・予選大会は各チームで審判 ・ ライン判定 ・ 点示をお願い致します。 

（各コートに事務局よりスタッフがつき、審判の説明もございます。初心者の方でもご安心ください。） 

・2日目の決勝大会に勝ち進んだチームの棄権は、一切認められません。 

・同じ団体から複数のチームをエントリーされる場合でも、組み合わせ抽選の結果、 

 同じ会場にならない場合もあります。あらかじめご了承下さい。 

・傷害保険は大会事務局で一括加入致しますが、各チーム・個人でもぜひご加入下さいますよう 

 お願い致します。 

・荒天による中止の場合でも、各自でご負担された旅費等のお支払いは一切出来ません。 

 あらかじめご了承下さい。 

・組み合わせ抽選は、熊本県バレーボール協会と大会事務局で行います。 

・参加チームへ当日資料などは 8月下旬に大会事務局からチームの代表者宛てに郵送致します。 

 個人情報は『ビーチバレー ｉｎ くまもと』の運営以外には使用致しません。 

 

お問い合わせ ご不明な点などございましたら下記事務局までお問い合わせください。 

ビーチバレーin くまもと大会事務局 （株式会社テレビ熊本 事業部内）  

℡ 096-351-1140 （平日 10：00～17：00） 

※申し込み後に、必ず確認のお電話をお願い致します※ 

テレビ熊本 事業部『ビーチバレー ｉｎ くまもと』大会事務局 

電話番号：096-351-1140（平日のみ／10:00～17:00） 



マルちゃんカップ 第 35回ビーチバレー in くまもと 競技規則 
 

 施設と用具  
（１）競技場  ◆コートは、１６ｍ×８ｍの長方形 

◆コートは、平坦な砂地に帯状のテープ等で区画する。 

（２）ネット  ◆ネットの高さは、以下の通りとする。  

男子２人制     ２ｍ４３ｃｍ       男子４人制    ２ｍ３５ｃｍ 

男女混合４人制  ２ｍ２５ｃｍ       女子４人制    ２ｍ１５ｃｍ 

（３）ボール  ◆ビーチバレー用カラーボール５号球（ミカサまたはモルテン）を使用する。 

 

 競技方法および得点・勝敗  
（１）トーナメント方式（１セットマッチ） 

  ◆予選大会 ラリーポイント ２１点先取 

  ◆決勝大会 ラリーポイント ２１点先取（決勝戦のみ２５点先取） 

 

 試合の準備と進行  
（１）トス  ◆トスに勝ったチームは、サービスするか、サービスを受けるかを選択する。 

（２）ポジション  ◆フリーポジションとする。（固定も可） 

（３）ウォームアップ ◆両チーム合同３分間の公式練習とする。（乱打等） 

（４）タイムアウト ◆各チームは、１セットにつき最大限２回の休息のタイムアウトが認められる。 

（１回３０秒） 

（５）コートチェンジ ◆どちらかのチームが１１点になった時、コートを交替する。（決勝戦は１３点） 

 

 プレー上の動作と反則  
（１）サービス  ◆サービス順の間違いは、そのチームの反則となる。 

  ◆サーバーのチームメイトは、故意または故意でなくても 

   サービスをレシーブする選手の視界を妨げてはならない。 

（２）ボールへの接触 

  ◆ボールは身体のどの部分に当たってもよい。 

  ◆２人が同時にボールに触れた時は、２回の接触となるが、 

２人とも続けてプレーする事が出来る。 

  ◆一打目のボールは、身体への接触が同時であれば、 

    いくつかの箇所に当たっても反則ではない。 

（３）ネット際でのプレー 

   ◆ネット下からの相手のコートへの侵入は、相手競技者に触れたり、 

     プレーを妨害したりしない限り反則ではない。 

      ◆ボールがアンテナに当たる、またはアンテナ外のネットに触れた場合は、 

ボールアウトとなる。 

（４）アタック・ヒット ◆どの競技者も、味方コートからアタック・ヒット出来る。 

      ◆平手のタッチプレーやフェイント等は許されない。 

      ◆指を用いたオーバーハンドでの返球（パス・アタック）は、その攻撃が行われた時、 

アタッカーが向いている方向（前・後）に行われた場合だけ許される。 

（５）ブロック  ◆ブロックの接触は、チームの一回の接触として数えない。 

ブロックした後、あと３回プレー出来る。 

 

※上記以外については、（公）日本バレーボール協会ビーチバレー競技規則に準じ適応します。 

※協議規則以外に関することでは、大会実行委員会の判断により適応する場合があります。 

※大会当日は、この競技規則を必ずご持参下さい。 



送信枚数
（送信状含め） 枚

チーム名

代表者名
(中学生の場合は引率者名）

（A）男子２人制 チーム（高校生以上）

（B）男子４人制 チーム（中学生以上）

（Ｃ）女子４人制 チーム（中学生以上）

（Ｄ）男女混合４人制 チーム（高校生以上）

合計チーム数 チーム

■このＦＡＸ送信状を必ず付けてお送りください。

■送信後に必ず大会事務局あてに電話連絡をお願い致します。

【FAX番号】096-323-6854

マルちゃんカップ
第35回ビーチバレーinくまもと　大会事務局行き

【ＦＡＸ送信状】

ビーチバレーinくまもと大会事務局（テレビ熊本 事業部内）

096-351-1140　※平日 10：00 ～ 17：00



出場する種目に〇をつけてください。

宿泊プランを

人

日曜のみの開催となった場合

　いずれかを○で囲んで下さい。

参加する　・　参加しない

※この回答を ＜チームの最終意思＞とみなします。

※『参加する』に○をつけ当日チームの都合で棄権した場合、参加料の払い戻しは一切出来ません。

※荒天のため、１日目(土曜) が中止となり、２日目(日曜) のみ開催の場合があります。
　日曜日のみの大会となった場合の参加について、お答え下さい。

バレー経験

キ
ャ

プ
テ
ン

住所
携帯
電話

〒

2

ふりがな

学校名／会社名 等

3

ふりがな 年　齢 バレー経験

氏名

有・無・現役

歳
〒

年　齢 バレー経験

メールアドレス
(事務局からご連絡いたします)

【　出場選手　】　※代表者が選手の場合、選手氏名欄に　『代表者』　とご記入ください※

年　齢 バレー経験

氏名

有・無・現役

歳 回目

（『希望する』をお選びのチームの代表者様には、
　　　　　　　キャンプ場より確認のお電話をさせていただきます。）

希望する 希望しない

担当：

-

上記の成績時メンバーの今大会参加人数

※緊急時には大会本部から一斉連絡をする場合がありますので、@tku.co.jp からの受信が可能なメールアドレスを必ず記入して下さい。

出場回数

出場回数

学校名／会社名 等 出場回数

@

住所

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こちらのご住所に資料等を送付いたします。）

携帯
電話

住所

〒

携帯
電話

学校名／会社名 等 出場回数

住所

〒

携帯
電話

氏名

有・無・現役

歳 回目

有・無・現役

歳 回目

年　齢ふりがな

氏名

回目

住所

出場回数

携帯
電話

学校名／会社名 等

4

ふりがな

（Ｂ）  男子４人制

マルちゃんカップ　第35回ビーチバレー in くまもと　参加申込書

エントリーNo.

―事務局記入欄―

【 チーム内で共通理解の上、この参加申込書の原本は代表者または引率者が必ず保管・持参して下さい 】

回目

【　代表者　兼　緊急連絡先　】※楷書にて、はっきりとご記入をお願い致します。

（Ａ）  男子２人制

（Ｃ）  女子４人制

チーム名（ふりがな） 過去、参加した方は最高成績をご記入ください。

（Ｄ）  男女混合４人制 月　　　日

ふりがな

氏名

年　齢

歳

有・無・現役

バレー経験 学校名／会社名 等
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