
日本混合バレーボール連盟 Japan Mix Volleyball Association 

大会種別 

大会レベルを図るため、大会種別ごとに参加資格を設定しています。予めご確認の上大会エントリーください。

大枠として、選手権大会とオープン大会があります。選手権大会は全国大会があります。オープン大会は一日や

りきりの大会です。関東はチーム数が多いため、レベル分けを実施しています。 

 

１．基本的な参加資格 

・準備・片付けをお手伝いできるチーム 

・期限内に参加費振込、事前登録選手名簿を提出できるチーム 

・氏名及び登録情報に関して正しい情報を登録できる。虚偽登録をしない 

・ルールブックを保有し尚且つ理解している又は理解する意思があるチーム 

・男女 3 名以上で計 7 名以上のチーム (やむを得ず 7 名未満の場合には自チームで他のチームに審判をお願いし

てください) 

・審判を行えるチーム 

・写真、試合の撮影、掲載を承諾できる（写真は公文書、大会結果及びユニフォームメーカーにて使用する可能

性があります） 

 

２．地域別大会 

関東以外 

選手権大会 

参加資格：申込みチーム情報ページの「お知らせ」欄をご確認ください。 

 

オープン大会 

参加資格：レベル、重複参加などのルールは適用されない誰もが参加できる大会です。 

 

関東 

選手権大会 

参加資格：レベルが分かれている大会については、以下のレベル制限事項を遵守します。 

 

オープン大会 

参加資格：重複参加等のルールは適用しません。レベルが分かれている大会については、以下のレベル制限事項

を遵守します。 

 

 

 

 

 

 



日本混合バレーボール連盟 Japan Mix Volleyball Association 

レベル別大会 

レベル高 A 大会＞B 大会＞C 大会＞D 大会＞ビギナー大会(ビギナーズカップ) 

 A 大会 B 大会 C 大会 D 大会 ビギナー大会 

大会目的 

レベル目安 

勝負を楽しむ 勝負よりもバレーボー

ルを楽しむこと 

D 大会で優勝経験あ

り、B 大会では勝てな

いチーム 

ビギナー大会で優勝し

た経験あり、C 大会で

は勝てないチーム 

初心者(目安:３年以下又

は練習 100 回以下)が半

数以上 

参加不可対象選手 制限なし 22 歳以下かつ高校生

の時に全国大会に出場

している選手 

25 歳以下かつ高校生

の時に都道府県でベス

ト 8 以上 

30 歳以下かつ高校生

の時に都道府県でベス

ト 8 以上 

25 歳以下かつ過去に B

大会以上の大会で優勝

経験のある選手 

以下は、原則該当大会期間中に他大会に参加する場合、得点無効選手(〇)として参加を認める。 

該当期間中に 

A 大会優勝 

出場権辞退、返還

すれば参加可能 

〇 〇 〇 〇 

該当期間中に 

B 大会優勝 

 出場権辞退、返還すれ

ば参加可能 

〇 〇 〇 

該当期間中に 

C 大会優勝 

  出場権辞退、返還すれ

ば参加可能 

〇 〇 

該当期間中に 

D 大会優勝 

   出場権辞退、返還すれ

ば参加可能 

〇 

過去に JMVA 全国

大会本戦に出場し

た選手 

  〇 〇 〇 

大会趣旨を理解で

きない選手、レベ

ルの高い選手 

   〇又はプレー制限 〇又はプレー制限 

レベル別制限事項 

 

得点無効の説明 

・該当選手が返球者となるスパイク、サーブ、ブロック、アタックヒットによる得点はノーカウントとします。 

サービスエースのサーブは打ち直しとします。（相手チームが 2 本目を触れない場合にサービスエースとみなし

ます） 

・該当選手の管理は受付用紙に該当選手がわかるように明示して頂きます。 

・得点無効選手を記載なく参加した場合には該当選手及びチームにペナルティーを課します。 

・チャンスボールをワザとミスするようなスポーツマンシップに反する行為はイエローカード対象とします。 

 

得点無効選手の基準（2018 年 4 月より） 

・チーム代表者は全チームの 1 試合目以降に得点無効選手を役員に申し出をすることができます。 

・得点無効選手の申し出がチーム代表者からあった場合には、直ちに参加チーム代表者を集合させて協議します。 

・役員及び参加チーム代表者の中で 3 人以上がプレー制限が必要だと判断した選手は、その時点から得点無効選

手とします。 

・得点無効選手の所属するチーム代表者は試合間に大会役員に得点無効選手の無効を依頼する事が出来ます。 

・参加資格のない得点無効選手に関して、弁明があった場合に関して、当日の参加チームと相談をして得点無効
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を解除しても良い事とします。その場合に役員は全参加チーム代表者を集めて得点無効選手の所属するチーム代

表者に弁明の機会を与えます。弁明後、意見交換を交えて全チームの了解が取れた際には得点無効選手の無効と

します。また、弁明後に関してのみ役員の提案により得点無効以外の制限をしても良いこととする。 

・役員がプレー制限を必要ないと判断した場合には、上記の限りではありません。 

・上級役員によりプレー制限が必要だと判断した場合には、該当選手は得点無効選手とします。この場合には弁

明の機会はありません。 

・得点無効選手の得点の無効は 相手チーム及び審判が管理してください。 

 

Total220 大会 

参加資格：どなたでも参加できますが、コート上の 6 人の合計年齢が 220 歳以上にしてください。 

リベロとの交代、メンバーチェンジ、どんな場面でもコート上の 6 人の年齢を 220 歳以上にしてください。 

※大会当日は年齢の確認できる身分証明書が必要です。（免許証・保険証等、生年月日が記載されているもの） 

※大会当日の受付用紙に記載されている選手で年齢差の確認をします。試合毎ではありません。 

 

奥野カップ 

元全日本代表選手、奥野浩昭さんからアドバイスを受けて開催する大会です。50 歳以上の選手にも喜んでいただ

ける大会を目指しています。 

参加資格：コート上に 50 歳以上の男性が 2 人以上参加していることが必要です。 

50 歳以上の女性プレーヤーのスパイク及びサーブがノータッチ又はワンタッチで得点になった場合には 2 得点

とします。 

リベロとの交代、メンバーチェンジ、どんな場面でもコート上には 50 歳以上の男性が 2 名いるようにしてくだ

さい。 

※大会当日は年齢の確認できる身分証明書が必要です。（免許証・保険証等、生年月日が記載されているもの） 

※大会当日の受付用紙に記載されている選手で年齢差の確認をします。試合毎ではありません。 

 

結(ゆい)カップ 

外国人チーム、日本人チーム 両方ウェルカムな大会です。異文化、異言語への理解を求めます。 

 

IMV 大会 

母国語が日本語以外の方及び外国人チームのための大会です。 

 

３．その他大会 

スーパーミックス 

参加資格：どなたでも参加できます。 

JVA 公式試合球にて開催致します。 カテゴリーフリーです。 

競技ルールの「スーパーミックス」をご確認ください。 

 

企業対抗大会 

2016 年度より東日本・西日本地域において下記の目的で開催しています。 

・他業界、他業種の交流を図るため 

・男女のコミュニケーションを円滑にするため 
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・健康増進、心身リフレッシュのため 

・企業の余暇活動を推進するため 

・混合バレーボールの良さを体感してもらうため 

 

参加資格：正社員、契約社員、派遣社員、内定者、+助っ人 2 名まで可。人数制限なし。 

当日の社員証明や、メンバーの Web 登録は必要ありません。 

 

東日本企業対抗大会特別ルール 

基本ルール：JMVA ルール（男女 3・3） 

特別ルール：男性が 4 名以上の場合には、スタート時に相手チームに 2 点付与。 

特別ルール：男性が 5 名以上の場合には、スタート時に相手チームに 4 点付与。 

特別ルール：女性が 4 名の場合には、スタート時に自チームに 2 点付与。 

特別ルール：女性が 5 名の場合には、スタート時に自チームに 4 点付与。 

特別ルール：40 代の選手がいる場合には、スタート時に自チームに 1 人に付き 1 点付与。 

特別ルール：50 代の選手がいる場合には、スタート時に自チームに 1 人に付き 2 点付与。 

※特別ルール採用の場合には交代は同条件の選手とのみです。 

※特別ルールの加算点に関しては最大 10 点とします。 

※特別ルールの加算点に関しては相殺されます。 

 

東日本企業対抗大会カテゴリ 

A：ビギナー、B：レクリエーション、C：一般 

レベル高 C > B > A 

 

世界大会 

参加資格：各世界大会で開催された予選を通過したチーム、または推薦チーム 


