
２０１８年（平成３０年）  月  日 

 

  チーム代表者  各  位 

 

               湘南藤沢カップ 

全国中学生ビーチバレー大会実行委員会 

委 員 長  田 代 英 明 

 

第９回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会への出場について 

 

  時下、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

  この度、第９回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会を開催するにあたり、貴

チームの出場につきまして、所属の都道府県協会様から推薦をいただきました。 

  つきましては、大会の開催要項及び参加申込書等の資料をお送りいたしますので、内

容をご確認のうえ、８月２日(木)必着で同封しております返信用封筒にて下記記載の返

送書類をご返信いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  また、大会予選組合せについては、決定次第ご郵送でお知らせさせていただきます。

ご了承ください。 

 

記 

 

 １ 送付資料 

    (1) 大会開催要項(両面)１枚、大会概要(両面)１枚 

(2) 大会申込方法について 

    (3) 参加申込書  ･･･要返送  

    (4) 弁当申込書 

(5)  記念品申込書 

    (6) 情報交換会開催のご案内 

     (7)  宿泊のご案内 

    (8)  大会前日の練習コートについて(ご案内) 

    (9)  ホームページのご案内、大会スケジュール 

    (10) 小田急ビーチバレークリニックのご案内 

    (11) 返信用封筒 

 

 ２ 参加料について 

    事前に大会参加料（5,000 円/1 ﾁｰﾑ）の振込が必要になりますので、同封の概要資

料を確認いただき、指定の口座へ振込みいただきますようお願いいたします。 

 

 ３ 返送書類 

    (1) 参加申込書 

    (2) 大会参加料の振込控えの写し 

   ※「参加申込書」はすべてご記入のうえ、上記期日までにご返信ください。 

    なお、宿泊先など未確定な事項がある場合には、事務局までご連絡ください。 

 

以 上 

 

湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会実行委員会 

【事務局】公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

スポーツ事業課 竹本、太田、大井 



主 催 公益財団法人日本バレーボール協会、一般社団法人日本ビーチバレーボール連盟、藤沢市、

藤沢市教育委員会、公益財団法人藤沢市みらい創造財団

主 管 湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会実行委員会

一般財団法人神奈川県バレーボール協会、藤沢市バレーボール協会

後 援 スポーツ庁、一般財団法人地域活性化センター、神奈川県、神奈川県教育委員会、

（予定） 神奈川県ビーチバレーボール連盟、藤沢市体育協会、藤沢市中学校体育連盟バレーボール専門部、

公益財団法人小田急財団

協 賛 タカナシ乳業株式会社、稲岡ハウジング株式会社、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、

（予定） 株式会社ありあけ、株式会社ミカサ、株式会社モルテン

協 力

１． 開 催 期 間 平成３０年８月１２日（日）～８月１３日（月）

２． 会 場 湘南・藤沢市鵠沼海岸　常設ビーチバレーコート

３． 参 加 資 格 ①各都道府県代表として推薦された中学生男子・女子各２チーム以内とする。

②開催地は上記の①の外に男女各２チームを加える。

（注）不参加の都道府県がある場合、主催者が補充する。

４． 競 技 規 則 平成３０年度公益財団法人日本バレーボール協会ビーチバレーボール４人制競技規則に準じます。

ただし、ネットの高さは、男子２ｍ３０ｃｍ、女子２ｍ１５ｃｍとする。

５． 競 技 方 法 ①男子・女子ともに３チームによる予選グループ戦を行い、グループ戦１位・２位・３位各チーム

　同士により、決勝トーナメントを行う。

②全試合２５点１セットマッチで行う。

③２５点先取で、２５点打ち切りとする。

④両チームの得点合計が、５の倍数ごとにコートを交代する。

⑤天候により、得点の変更など競技方法に変更がある場合があります。

　競技日程 平成３０年８月１２日（日）　ビーチバレーボール教室・開会式・予選グループ戦

平成３０年８月１３日（月）　決勝トーナメント戦　準決勝・決勝戦・表彰式・閉会式

※大会期間中の天候により、大会を延期・中止する場合があります。

　その他 すべての日程において、海岸の清掃活動を行います。参加選手・役員は必ず参加してください。

　競技服装 ビーチスポーツにふさわしい、清潔なもので統一されていること。

６． ｵ ﾌ ｨ ｼ ｬ ﾙ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ 本大会は、男子は、（株）ミカサ製ビーチバレーボール（ＶＬＳ－３００）を使用する。

　　　　　女子は、（株）モルテン製ビーチバレーボール（ＢＶ５０００）を使用する。

７． チ ー ム 構 成 ①１チームは、４人の競技者と２人の交代競技者及び監督または引率者１人の最大限７人以内とする。

②学校単位、クラブ及び複数校による編成も可とする。　

③監督は、公益財団法人日本体育協会公認コーチ・スポーツ指導員の有資格者が望ましい。

第９回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会　

《　ビーチバレージャパンＵ‐１４　》

開催要項 

公益社団法人藤沢市観光協会、第３２回ビーチバレージャパン実行委員会



８． 出 場 手 続 各都道府県協会より推薦されたチーム代表者宛に主催者より参加申込書を送付いたしますので、

必要事項を記入し、大会参加料を指定口座へ振込み、控えの写しもあわせて下記住所へ郵送で送付

すること。申し込み方法の詳細は「大会申込方法について」を参照のこと。

＜参加申込書送付先＞

〒２５１－００２６

藤沢市鵠沼東８番２号　　　秩父宮記念体育館内

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 スポーツ事業課

９． 参 加 料 １チーム５，０００円

振込先等については、「大会申込方法について」に記載されている指定口座へ振込みすること。

10． 申 込 締 切 平成３０年８月２日（木）必着　

11． 抽 選 会 平成３０年８月４日（土）

予選グループ戦の組合せについては、主催者の責任により行い、組合せ抽選結果は、参加チームへ

通知します。

なお、各グループの決勝トーナメント戦の抽選については、予選グループ戦終了後に大会本部にて

行う。

12． 代 表 者 会 議 平成３０年８月１２日（日）午前１０時１５分～　会場本部テント前付近

各チームの代表者１名は必ず出席すること。

13． 開 会 式 平成３０年８月１２日（日）午前１０時３０分から

湘南・藤沢市鵠沼海岸　常設ビーチバレーコート

※メンバーは、統一された服装で全員参加すること。

14． 表彰・閉会式 表彰式は全試合終了後、直ちに行う。

男女各グループで１位、２位、３位まで、入賞チームの選手は必ず参加すること。

１位グループ優勝チームに湘南藤沢カップを授与する。

※メンバーは、統一された服装で全員参加すること。

15． そ の 他 ①情報交換会を平成３０年８月１２日（日）午後７時から開催いたします。

　会場等詳細は別途通知します。

②宿泊施設が決定したら主催者に報告すること。

③参加選手は大会前に健康診断を受けること。

④選手の健康管理については、チーム及び個人の責任として十分留意すること。

　尚、競技中の負傷についての応急処置は行なうが、主催者が加入する保険以外のことについては

　一切の責任は負わない。

⑤大会に関する問い合わせ

　公益財団法人藤沢市みらい創造財団　スポーツ事業課　秩父宮記念体育館内

　TEL：0466‐22‐5633、FAX：0466‐28‐5749

　E-mail sports＠f-mirai.jp

ホームページ http://beach.f-mirai.jp/wp/ 

※雨天等での当日の開催有無については、上記ホームページをご確認ください。

⑥大会期間中の本部宿舎連絡先及び問い合わせ先は、後日参加チームへ周知する。

⑦各自公共交通機関を利用すること。（主催者で駐車場は確保しない）

⑧個人情報について

　　本大会の開催に際して収集した個人情報については、大会に関する連絡及び事業報告の目的

　　以外には一切使用しません。



「第９回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会」概要資料 

《ビーチバレージャパンＵ‐１４》 

 

１．参加申込手順 

  （1）各都道府県協会にて、男女各２チーム以内の参加チームの調整をする。 

  （2）各都道府県協会は、「参加チーム推薦書」（連絡票）に記載し、主催者（申込先）へ送付する。

(チーム名は１０文字以内でお願いします。) 

  （3）推薦された各チームは、主催者から送付される各種申請書類を受け取る。 

  （4）各チームは大会参加料を所定の口座へ振り込み、各種書類に必要事項を記入の上、大会参加料

の振り込み控えの写しを同封し、主催者（申込先）へ返送する。 

 

２．各都道府県協会において参加チームに周知いただきたいこと 

  （1）宿泊補助について 

神奈川県外からのチームで宿泊を伴う場合（各県男女各 2 チームまで） 

選手一人・一泊あたり３，５００円の宿泊補助を支給致します。（監督・引率者は含まれませ

ん。最大２泊分まで。） 

 

（2）参加賞および表彰について 

     参加賞：登録選手全員にお渡しします。 

     表 彰：【各決勝トーナメント戦の１位～３位】 

１位グループの優勝チームに湘南藤沢カップを授与する。 

         第３位決定戦は行いません。 

 

  （3）昼食(弁当注文)について 

大会期間中の昼食は、実費負担（６５０円）にて事前注文を承ります。 

弁当申込書に個数を記入の上、「弁当代振込み控え」を大会当日お持ちください。 

※弁当申込締切 8 月 8 日(水)・入金後の数量変更や新規の追加はできません。 

また、入金後の返金はできませんので予めご了承ください。 

 

  （4）ビーチバレークリニックについて 

     参加チームを対象に、大会参加の思い出や競技力向上を目的として、元オリンピック代表選

手等によるビーチバレークリニックを実施致します。ぜひ奮ってご参加ください。 

     開催日：大会１日目（８月１２日 午前９時～午前１０時１５分）予定 

 

３．競技方法等について 

  （1）大会組合せ 

抽選会により決定した予選グループ戦組合せ結果は、参加チームに郵送するとともに、大会ホ

ームページに掲載致します。（決勝トーナメント組合せ抽選結果については、情報交換会の席上

で配布又は、秩父宮記念体育館受付窓口（午後９時迄）で配布を予定しています。） 

 

  （2）競技方法 

    ①男子・女子ともに３チームによる予選グループ戦を行い、グループ戦１位・２位・３位各チ

ーム同士により、決勝トーナメントを行う。 



② 全試合２５点先取打ち切りとし、１セットマッチで行う。 

③ 両チームの得点合計が、５の倍数ごとにコートを交代する。 

④ 天候により、大会の延期・中止や得点などの競技方法を変更する場合があります。 

⑤ ネットの高さは、男子２ｍ３０ｃｍ、女子２ｍ１５ｃｍに変更となります。 

（3）予選グループ戦順位決定方法 

    ① 勝ち数方式を用いて、順位を決定する。 

    ②２つ以上のチームが同点になった場合は、以下の方法で順位を決定する。 

     (1) 得点率   総得点数 ／ 総失点数 

     (2) ２チームが勝ち数・得点率で同じ場合は、該当チーム間の試合の勝チームが上位となる。 

     (3) ２チーム以上が勝ち数・得点率でも優劣が付かない場合、本大会委員長、競技委員長、

審判委員長が順位の決定方法を決める。 

 

  （4）開会式は各チーム統一された服装で、登録選手全員が参加すること。 

     表彰・閉会式には入賞チームの登録選手全員が参加すること。 

 

４．大会実行委員会関係連絡先 

（1） 大会実行委員会事務局 

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 スポーツ事業課 スポーツ事業担当 

〒251-0026 神奈川県藤沢市鵠沼東８番２号 秩父宮記念体育館内 

TEL   ０４６６－２２－５６３３ FAX ０４６６－２８－５７４９ 

E ﾒｰﾙ   sports@f-mirai.jp      

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://beach.f-mirai.jp/wp/  

     ※雨天等での当日の開催有無については、上記ホームページをご確認ください。 

 

（2） 大会当日連絡先（午前 7 時～午後 5 時） 

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 スポーツ事業課 サーフビレッジ 

〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸１－１７－３ サーフビレッジ内 

                     TEL ０４６６－３０－１６９６ 

５．大会会場へのアクセス 

  会場案内：地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新宿駅から：小田急線(急行で約 70 分)、鵠沼海岸駅から徒歩 10 分 

◆東京駅から：東海道線(53 分)-藤沢駅から小田急線に乗り換え(7 分)鵠沼海岸駅から徒歩 10 分 

◆その他   ・江ノ島電鉄(江ノ電)-江ノ島駅から徒歩 25 分 

       ・湘南モノレール-江ノ島駅から徒歩 30 分  ※( )内はおおよその乗車時間 

湘南･藤沢市鵠沼海岸 

常設ビーチバレーコート 



「大会申込方法について」

１　主催者は各都道府県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会様宛に大会開催要項と参加チーム推薦書

　　(連絡票)を送付致します。

※赤文字＝各都道府県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会様に対応いただきます。

※青文字＝参加チーム代表者様に対応いただきます。

２　各都道府県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会様に出場チームを選考していただきます。

　※推薦各チームの方は、各都道府県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会に申込進捗状況を確認してください。

３　各都道府県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会様は主催者へ推薦書(連絡票)を送付いただき、推薦

　　チームの報告をいただきます。

　※①　推薦書（連絡票）は７月２５日（水）までに送付してください。

　※②　予選等の都合により期日までに送付ができない場合および不参加の場

　　　　合もその旨も記入の上、送付ください。

４　主催者は推薦されたチーム代表者宛に「参加申込書」(エントリー用紙)等を送

　　付致します。

５　出場チーム代表者様は「参加申込書」(エントリー用紙)を記入の上、参加費を

　　指定口座へお振込みいただきます。

※振込み名義は「チーム名」がわかる内容で入力いただきますようお願い致します。

６　出場チーム代表者様は「参加申込書」(エントリー用紙)、「大会参加費の振込

　　控えの写し」を同封し、8月2日(木)必着で主催者へ郵送していただきます。

７　弁当の注文について

　 今大会より、弁当代のお支払いは事前振込みとなりました。

　 弁当をお申込のチームは個数を「弁当申込書」に記入の上、８月８日（水）までに

　 下記送付先までお送りください。また、同日までに下記口座に代金をお振込み

　 いただき「弁当代振込み控え」を大会当日お持ちください。

　　※弁当締切期日（8/8）・入金後の数量変更や新規の追加はできません。

　　また、入金後の返金はできませんので、予めご了承ください。

※振込み名義は「チーム名・弁当」の内容で入力いただきますようお願い致します。

《大会参加料振込先口座》

かながわ信用金庫　藤沢営業部(店番号０４３)　

普通預金　　口座番号　２１２０７００

　　　ｼｮｳﾅﾝﾌｼﾞｻﾜｶｯﾌﾟｾﾞﾝｺｸﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ

口座名義　　湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会実行委員会

※参加費・弁当代に関してはご返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

◆「参加申込書」等送付先

〒２５１－００２６

　神奈川県藤沢市鵠沼東８番２号　秩父宮記念体育館内

　公益財団法人藤沢市みらい創造財団　スポーツ事業担当

　TEL  ０４６６－２２－５６３３

　FAX  ０４６６－２８－５７４９

　　E-mail : sports＠f-mirai.jp

　　URL　http://beach.f-mirai.jp/wp/

　※③　推薦チームが決定しましたら、参加チームに「宿泊のご案内」を

　　　　送付ください。



２０１８年（平成３０年）　　　月　　　日

☆種別は、該当する項目に、○印をつけてください。

フリガナ

☆チーム名は、判りやすい文字にしてください。

フリガナ

年齢 性別

NO 年齢 ＮＯ 年齢

歳 年

学年 学年

年 年

NO 年齢 ＮＯ 年齢

歳 年

学年 学年

年 年

NO 年齢 ＮＯ 年齢

歳 年

学年 学年

年 年

フリガナ
年齢 性別

フリガナ
〒      -

参加する（　　　　　　人）　・　参加しない

【湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会実行委員会事務局】
  公益財団法人藤沢市みらい創造財団　スポーツ事業課

  〒251-0026　神奈川県藤沢市鵠沼東８－２　秩父宮記念体育館内
TEL　０４６６－２２－５６３３ FAX　０４６６－２８－５７４９
Email　sports@f-mirai.jp URL　http://beach.f-mirai.jp/wp/

人人
１泊 ２泊

氏名

E-mail

FAX

帰宅予定日

　月　　　　日

　月　　　　日

第9回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会
《ビーチバレージャパンU-１４》

学校名学校名

チーム名

監督氏名

選手名

【参加申込書】

所在
フリガナ

携帯電話

☆キャプテンは　ＮＯ欄の番号に　○印をつけてください。

歳
男 ・ 女

1 2

日数

住所

神奈川到着予定日

フリガナ フリガナ フリガナ

☆いずれかひとつに○をご記入ください。

情報交換会出席確認
8/12

受付18：30
19:00～20:30

ご出席　・　ご欠席 出席者氏名
（複数ご参加okです）

　A　：　送付された宿泊先リストの宿に宿泊する。
　B　：　（株）日本旅行へ問合せをし、紹介を受けた宿泊先に宿泊する。
　C　：　チームで手配する。
　D　：　宿泊しない。

３泊

ビーチバレークリニック

人数
人

都道
府県

種別 男　・　女

申込責任者

選手名

☆各種案内及び連絡をメールで送信する場合がありますのでメールアドレスを記載願います。

宿
泊
に
つ
い
て

　　　泊　　　　日

フリガナ

3

フリガナ フリガナ

4

フリガナ

選手名 学校名 選手名

5

フリガナ フリガナ

6

フリガナ フリガナ

学校名

選手名 学校名 選手名 学校名

歳
男 ・ 女

フリガナ

市

郡

町

村



１日目

２日目

申込書は８月８日（水）必着で下記連絡先までお送りください。また同日までに下記口座に

代金をお振込みいただき、「弁当代振込み控え」を大会当日お持ちください。

《大会弁当代振込先口座》
かながわ信用金庫　藤沢営業部(店番号０４３)　

普通預金　　口座番号　２１２０７００

　　　ｼｮｳﾅﾝﾌｼﾞｻﾜｶｯﾌﾟｾﾞﾝｺｸﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ

口座名義　　湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会実行委員会
※振込み名義は「チーム名・弁当」の内容で入力いただきますようお願い致します。

【湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会実行委員会事務局連絡先】
  公益財団法人藤沢市みらい創造財団　スポーツ事業課

  〒251-0026　神奈川県藤沢市鵠沼東８－２　秩父宮記念体育館内
TEL　０４６６－２２－５６３３ FAX　０４６６－２８－５７４９
Email　sports@f-mirai.jp URL　http://beach.f-mirai.jp/wp/

お弁当発注

☆弁当代入金後の数量変更（新規の追加）、入金後の返金はできませんので予めご了承ください。

第９回　全国中学生ビーチバレー大会　弁当申込書

  　　　　　 　　 個　×　650円　＝　　　　　   　円

  　　　　　 　　 個　×　650円　＝　　　　　   　円

合　計

　　　　円

チーム名
フリガナ



（１）大会記念Ｔシャツ 販売価格　各２，０００円（全３色・税込み）

カラーは３色（ブラック・ブルー・レッド）、サイズはＳ～ＬＬの４サイズ

（２）湘南バレーどら焼き 販売価格　１，２００円（１箱６個入り・税込み）

藤沢の土産に藤沢市マイスターのお店（松月）の銘菓はいかがですか。

◎お申込方法
・記念品申込書に必要事項を漏れなく記入して申込みください。

・お申込責任者がチーム単位で数量をまとめて下記メールアドレスに締切日までにお申込みください。

・「Ｔシャツ」のサイズ・数量及び「どら焼き」の数量の変更はできませんので、注文の際にご注意ください。

◎お申込先：m.aoki.leo-8.18@jcom.home.ne.jp

◎受渡方法：Ｔシャツは８月１２日（日）、どら焼きは１３日（月）に大会本部にて受け渡し

◇お問合わせ先 藤沢市バレーボール協会 理事長　青木（携帯）　090-3537-5675

湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会 大会記念品購入案内



（１）大会記念Ｔシャツ 販売価格　各２，０００円（全３色・税込み）

①ブラック 枚

②ブルー 枚

③レッド 枚

（注）ブルーのＬＬは販売しません。 合計 枚

合計金額（２，０００円×枚数） 円

（注） 部分は必須項目ですので、

漏れなくご記入ください。

申込み後の取り消し・変更はできませんので、

ご注意下さい。（代金の返金はできません）

Ｔシャツの受渡しは、大会１日目（１２日）とします。また、数量を限定して販売しますので、ご注文数量が予定数

を越えた場合は、後日発送となりますので、予めご承知おきください。

（２）湘南バレーどら焼き 販売価格　１，２００円（１箱６個入り・税込み）

申込み箱数 箱

金額（１，２００円×箱数） 円

どら焼きの受渡しは、大会２日目（１３日）となります。

〒

《お振込先》 ◎お申込締切日：平成３０年８月２日（木）２０時まで

金融機関名スルガ銀行　辻堂支店

口座番号 普通　３６１９９６６ ◎お申込先：m.aoki.leo-8.18@jcom.home.ne.jp
口座名義 藤沢市バレーボール協会

理事長　青木　正己

※振込手数料はお申込者負担となります。 ◇お問合わせ先 藤沢市バレーボール協会

※振込人名義はチーム名とお申込責任者名をご記入ください。 理事長　青木（携帯）090-3537-5675

湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会 大会記念品購入申込書

カラー サイズ 購入枚数

Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ

Ｔシャツサイズ表

サイズ 目安の身長 身丈×身幅（㎝）

Ｓ １６０㎝ ６５×４７

Ｍ １６５㎝ ６８×５０

Ｌ １７０㎝ ７１×５３

ＬＬ １８０㎝ ７４×５６

住　所
ｅメール
アドレス

お申込み
電話番号

責任者名

チーム名
携帯

電話番号



201８年  月  日 

参加チーム代表者 各位 

              湘南藤沢カップ 

全国中学生ビーチバレー大会実行委員会 

                     委員長 田 代 英 明 

 

第９回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会 

参加チーム代表者情報交換会の開催について（ご案内） 
  

 この度は、第９回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会にご参加いただきあり

がとうございます。 

 さて、大会にご参加いただきましたチームの皆様により、大会の感想及び今後の大会

に向けてのご意見等をいただくとともに親睦を深めるため、チームの代表者による情報

交換会を次のとおり開催いたします。 

 つきましては、お疲れのところ大変恐縮ではございますが、会へご参加いただきたく

ご案内申しあげます。 

 また、事前に参加人数の把握をおこないたいため、大変恐縮ではございますが、 

別紙「参加申込書」下段部分の出欠欄に記入し、８月２日（木）までにご返送して 

いただきますようよろしくお願いいたします。 

 なお、決勝トーナメント表については、本席上で配布いたします。 

  

 

記 

 期  日：２０１８年（平成３０年）８月１２日（日） 

 受  付：１８時３０分～ 

 時  間：１９時～２０時３０分（予定） 

 場  所：藤沢商工会館「ミナパーク」6Ｆ 

      （住所 藤沢市藤沢６０７－１ ＪＲ藤沢駅徒歩約 5 分） 

 対  象：各チーム代表者 

 参 加 費：１名につき５，000 円（当日会場で受付いたします。） 

      ※各チーム１名以上の参加をお願いいたします。 

以 上 

【藤沢商工会館(ミナパーク)までの地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会実行委員会 

【事務局】 (公財)藤沢市みらい創造財団 

スポーツ事業課 竹本、太田、大井 

℡0466-22-5633 

会場：6 階 



                      ２０１８年(平成３０年)  月  日 

 

 

 チーム代表者 各位  

 

 

                                  湘南藤沢カップ全国中学生 

                                  ビーチバレー大会実行委員会 

                                  委 員 長  田 代 英 明 

                                    (  公 印 省 略  ) 

 

 

大会前日(8/11)の練習コートについて(ご案内) 

 

 この度は、「第９回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会」にご出場いただきありがとうございま

す。改めまして、心より歓迎申し上げます。 

 本大会期間は、日本最大級の大会「ビーチバレージャパン」が開催されており、利用出来るコート数に

限りがございますので、皆さんで譲り合ってご利用いただければと思います。 

 大会前日(8/11)の午前中に練習を予定されるチームについては、各チームで譲り合いながらご利用ください

ますようお願い申し上げます。 

また、ビーチバレージャパン当日競技終了予定が１５時となっておりその後湘南藤沢カップ大会用コートレ

イアウトの変更作業をおこなうため、練習を一時中断して頂くこともありますので、ご理解ください。 

前日練習を予定しているチームの皆様には色々とご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようよろし

くお願いいたします。 

 コート状況については、大会前日の１５時以降に下記連絡先までお問い合わせください。 

(当日以外のお問い合わせ先については、事務局「藤沢市みらい創造財団スポーツ事業課」の番号までお問い

合わせください。) 

  

 お問い合わせの際には、大会期間中は一般の利用者は使用禁止としているため、冒頭に「全国中学生ビー

チバレー大会への出場チーム」と電話口の担当者にお伝えいただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

                  湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会実行委員会 

                          《 事務局 》公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

                                 スポーツ事業課  竹本・太田・大井 

                    TEL：0466-22-5633       

FAX：0466-28-5749       

E-mail：sports@f-mirai.jp 

【 大会前日コート状況連絡先 】 

0466-30-1696 



 【 ホームページのご案内 】 

 

   大会開催要項や前回大会の結果については、「藤沢市みらい創造財団」のホームページ 

(下記QR ｺｰﾄﾞ及びURL)よりご覧いただけます。 

 

【 http://beach.f-mirai.jp/wp/  】 
 

 

 

 

 

第９回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会 

《ビーチバレージャパン U-14》 

スケジュール 

 

１，開催日時 ●２０１８年 ８月 １２日（日）【大会１日目】  

         午前 ８時３０分～ 受付開始 

         午前 ９時～１０時１５分 小田急ビーチバレークリニック開催 

         午前１０時１５分～ 代表者会議 

（各チームの代表者１名が必ず出席してください。） 

         午前１０時３０分～ 開会式 

         午前１１時３０分  お弁当配付開始 

         午後 ４時     競技（予選リーグ）終了(予定) 

 

       ●２０１８年 ８月 １３日（月）【大会２日目】 

         午前 ９時    競技（決勝トーナメント）開始 

         午前１０時３０分 お弁当配付開始 

         午後 ３時頃   閉会式及び表彰式(予定) 

 

 ※両日の競技終了時間については、予定のため試合状況によっては前後することもございますので、予

めご了承ください。 

レ ー大会 



〒251-0026     神奈川県藤沢市鵠沼東8-2

TEL：0466-22-5633     FAX：0466-28-5749
お問い合わせ

＜女子選手担当講師＞

PROFILE （旧姓：高橋有紀子）

長野県出身。八王子実践高校。

インドア時代は日立→富士通長野→

小田急ジュノーに所属。1988年ソウ

ル、1992年バルセロナ五輪出場。

1993年ビーチバレーに転向。1996

年アトランタ、2000年シドニー五輪

出場。シドニー五輪では佐伯美香選手

＜男子選手担当講師＞

PROFILE 

神奈川県横浜市出身。

日本航空高等学校→専修大学。1999

年、2000年ビーチバレージャパン2連

覇ならびに2年連続日本ランク1位。日

本代表として主に海外を転戦。ビーチ

バレーボランティアクラブチームＦＯ

ＶＡキャプテンとして、藤沢市鵠沼海

岸で年間30大会以上の運営に参加。



平成30年度 第９回
全国中学生ビーチバレー大会

宿泊のご案内



平成３０年度 第９回全国中学生ビーチバレー大会 宿泊お申込のご案内

◆宿泊期間
平成３０年８月１１日（土）～８月１３日（月）
（前泊・後泊が必要な場合、別途ご相談下さい）

◆宿泊施設・宿泊料金
別紙一覧をご覧下さい

◆お申込方法
専用の用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて
お申込下さい。

◆お申込期限
平成３０年７月２７日（金）必着
※期限を過ぎた場合は、お電話でお問合せ下さい。

◆お支払い方法
ご請求書をお送り致しますので、
平成３０年８月７日（火）までお振込下さい。

◆配宿について
先着順にてご希望のホテルへご案内致します。
できるだけ、ご希望に添えるよう努力致しますが、
希望通りの施設でご回答できない場合もございます。
宿舎は８月１日（水）頃にお知らせ致します。

◆ご変更について
取消・変更は日本旅行にご連絡下さい。

◆お申込・お問合せ
株式会社日本旅行 藤沢支店
〒２５１－００２５
神奈川県藤沢市鵠沼石上１－５－４
三井生命藤沢ビル４階
担当： 法林和子 、 萩原英次郎
ＴＥＬ： ０４６６－２２－７４１１
ＦＡＸ： ０４６６－２４－４１７５
営業日・営業時間
月曜～金曜の９：３０～１７：３０
（土・日・祝日は休業）

◆取消料について

当日 前日 ２日前 ３日前 ４日前 ５日前 ６日前 ７日前 ８～２０日前

１～１４名 100% 50%

１５～３０名 100% 50%

３１名以上 100% 50% 10%

20%

20%

30%

無料

無料



平成３０年度 第９回全国ビーチバレー大会 参加申込書
日本旅行藤沢支店 萩原 宛

FAX:0466-24-4175

〒 －

－ － － －

第一希望：

第二希望：

第三希望：

公共交通機関　・　貸切バス　台　・　マイカー　　台

希望宿舎名

ふりがな

都道府県名
チーム名

－ふりがな

印

連絡先

　

来場
方法

携帯

　

メールアドレス

TEL FAX

申込
責任者

携帯

アドレス

－

◆通信欄

年齢 種別 部屋タイプ希望

8月11日 朝食 8月12日 朝食 性別 （引率・選手・その他） （ﾂｲﾝ･ｼﾝｸﾞﾙ等）

※添寝は幼稚園児までとなります。（小学生以上は大人と同額です）

※１０名を超える場合は、こちらの用紙をコピーしてお使い下さい。

歳 ﾂｲﾝ　・　ｼﾝｸﾞﾙ

不要 不要 男 ・ 女 その他（　　　　　　）　
10

要 要

歳 ﾂｲﾝ　・　ｼﾝｸﾞﾙ

不要 不要 男 ・ 女 その他（　　　　　　）　
9

要 要

歳 ﾂｲﾝ　・　ｼﾝｸﾞﾙ

不要 不要 男 ・ 女 その他（　　　　　　）　
8

要 要

歳 ﾂｲﾝ　・　ｼﾝｸﾞﾙ

不要 不要 男 ・ 女 その他（　　　　　　）　
7

要 要

歳 ﾂｲﾝ　・　ｼﾝｸﾞﾙ

不要 不要 男 ・ 女 その他（　　　　　　）　
6

要 要

歳 ﾂｲﾝ　・　ｼﾝｸﾞﾙ

不要 不要 男 ・ 女 その他（　　　　　　）　
5

要 要

歳 ﾂｲﾝ　・　ｼﾝｸﾞﾙ

不要 不要 男 ・ 女 その他（　　　　　　）　
4

要 要

歳 ﾂｲﾝ　・　ｼﾝｸﾞﾙ

不要 不要 男 ・ 女 その他（　　　　　　）　
3

要 要

ﾂｲﾝ　・　ｼﾝｸﾞﾙ

不要 不要 男 ・ 女 その他（　　　　　　）　

要 要 歳

ふりがな

参加者名

2

歳

男 ・ 女

ﾂｲﾝ　・　ｼﾝｸﾞﾙ

その他（　　　　　　）　
1

宿泊申込（○印を付けて下さい）

要

不要

要

不要



平成３０年度 第９回 全国中学生ビーチバレー大会 ホテル一覧表

※８月１２日朝の大会集合時刻の関係で、選手・引率者の朝食のご用意ができかねます。
※在庫満室等のため、上記以外の施設にて回答となる場合もございます。

最大

収容

最大

収容

朝食付 ¥11,000 朝食付 ¥10,500 朝食付 10000 朝食付 ¥11,000 朝食付 ¥10,500 朝食付 10000

食事なし ¥9,500 食事なし ¥9,500 食事なし 9000 食事なし ¥9,500 食事なし ¥9,500 食事なし 9000

朝食付 ¥12,550 朝食付 朝食付 朝食付 ¥12,550 朝食付 朝食付

食事なし ¥11,800 食事なし 食事なし 食事なし ¥11,800 食事なし 食事なし

朝食付 ¥12,000 朝食付 朝食付 朝食付 ¥12,000 朝食付 朝食付

食事なし ¥11,200 食事なし 食事なし 食事なし ¥11,200 食事なし 食事なし

朝食付 ¥12,200 朝食付 ¥10,200 朝食付 ¥10,700 朝食付 ¥12,200 朝食付 ¥10,200 朝食付 ¥10,700

食事なし ¥11,000 食事なし ¥9,000 食事なし ¥9,500 食事なし ¥11,000 食事なし ¥9,000 食事なし ¥9,500

朝食付 ¥8,450 朝食付 ¥8,450 朝食付 朝食付 ¥8,450 朝食付 ¥8,450 朝食付

食事なし ¥7,500 食事なし ¥7,500 食事なし 食事なし ¥7,500 食事なし ¥7,500 食事なし

朝食付 10800 朝食付 10800 朝食付 9500 朝食付 10800 朝食付 10800 朝食付 9500

食事なし 9500 食事なし 9500 食事なし 8200 食事なし 9500 食事なし 9500 食事なし 8200

朝食付 ¥8,640 朝食付 ＊＊＊ 朝食付 ¥9,180 朝食付 ¥8,640 朝食付 ＊＊＊ 朝食付 ¥9,180

食事なし ¥8,640 食事なし ＊＊＊ 食事なし ¥9,180 食事なし ¥8,640 食事なし ＊＊＊ 食事なし ¥9,180

朝食付 9,564 朝食付 ¥8,364 朝食付 朝食付 9,564 朝食付 ¥8,364 朝食付

食事なし 8,700 食事なし ¥7,500 食事なし 食事なし 8,700 食事なし ¥7,500 食事なし

朝食付 ¥10,800 朝食付 ¥8,640 朝食付 ¥7,020 朝食付 ¥10,800 朝食付 ¥8,640 朝食付 ¥7,020

食事なし ¥10,800 食事なし ¥8,640 食事なし ¥7,020 食事なし ¥10,800 食事なし ¥8,640 食事なし ¥7,020

朝食付 ¥9,720 朝食付 朝食付 朝食付 ¥9,720 朝食付 朝食付

食事なし ¥8,640 食事なし 食事なし 食事なし ¥8,640 食事なし 食事なし

朝食付 ¥11,200 朝食付 ¥10,000 朝食付 朝食付 ¥11,200 朝食付 ¥10,000 朝食付

食事なし ¥11,200 食事なし ¥10,000 食事なし 食事なし ¥11,200 食事なし ¥10,000 食事なし

その他タイプ

地区№ ホテル名
8月11日（土）

シングル ツイン

ホテル法華クラブ湘南藤沢 32藤沢1

１０室 ５室 ４名１室利用（フォース）　３室

102 藤沢
ホテル

ウィングインターナショナル
湘南藤沢

１０室

ホテル新宿屋

＊朝食付はサービス軽朝食

１０室 １５室 ダブル２名１室利用　５室

80

4 辻堂 第一イン湘南

１０室 ５室 トリプル（３名１室）　５室

35

5 平塚 グランドホテル神奈中平塚

６０室 １０室

50

6 平塚 ホテルサンライフガーデン

２室 ３室

76

3 湘南台 湘南台第一ホテル

２０室

20

11 海老名
ホテルルートイン海老名

＊朝食はサービス軽朝食

６０室 ８室

50

10 町田 ホテル町田ヴィラ

２０室

20

9 町田

8 大和 大和第一ホテル

４０室 ５室

7 大和
東横イン　大和駅前

＊朝食はサービス軽朝食

３０室 ダブルのｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽ　１０室

40

トリプル（３名１室）　７室

29

10

２０室

20

8月1２日（日）

シングル ツイン その他タイプ

１０室 ５室 ４名１室利用（フォース）　３室

32

１０室

29

３０室 ダブルのｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽ　１０室

40

１０室 ５室 トリプル（３名１室）　５室

35

６０室 １０室

80

２室 ３室 トリプル（３名１室）　７室

２０室

20

６０室 ８室

76

４０室 ５室

50

１０室 １５室 ダブル２名１室利用　５室

50



◆ご提供宿泊施設のご案内①藤沢駅・湘南台駅・辻堂駅エリア

３.ﾎﾃﾙｳｨﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ湘南藤沢

■住所：神奈川県藤沢市湘南台2-3-10
■ＴＥＬ：0466-45-7200
■アクセス：相鉄線・小田急線・横浜市営地下鉄湘南台駅より徒歩1分

３.湘南台第一ホテル

■住所：神奈川県藤沢市鵠沼石上1-6-1
■ＴＥＬ：0466-27-6101
■アクセス：JR東海道本線・小田急線 藤沢駅より徒歩5分

藤沢駅周辺では唯一の男女
別浴場を完備しております。

４.第一イン湘南

藤沢駅北口から徒歩2分！
落ち着きのあるモダンな館内。
ベッドはオリジナルのポケットコ
イルマットレスを使用してます。

１.ホテル法華クラブ湘南・藤沢

■住所：神奈川県藤沢市藤沢109-5
■ＴＥＬ：0466-55-1112
■アクセス：JR東海道本線・小田急線 藤沢駅より徒歩2分

■住所：神奈川県藤沢市辻堂1-4-14
■ＴＥＬ：0466-36-4411
■アクセス：ＪＲ辻堂駅南口から徒歩2分

大型ショッピングモール「テラスモール湘
南」まで徒歩５分。阪急阪神第一ホテル
グループのビジネスホテル



◆ご提供宿泊施設のご案内②平塚駅・大和駅エリア

５.グランドホテル神奈中平塚 ６.ホテル サンライフガーデン

７.東横イン大和駅前

■住所：神奈川県大和市中央4-1-20
■ＴＥＬ：046-265-1045
■アクセス：小田急江ノ島線・相鉄線 大和駅より徒歩1分

安心・快適・清潔なホテル。
コインランドリー完備。

８．大和第一ホテル

全館全室有線・無線（Wi-Fi)利用可能。
館内にコインランドリーもございます。■住所：神奈川県大和市中央1丁目3-19

■ＴＥＬ：046-262-231
■アクセス：小田急江ノ島線・相鉄線 大和駅より徒歩２分

■住所：神奈川県平塚市八重咲町6-18
■ＴＥＬ：0463-23-2555
■アクセス：JR平塚駅南口より徒歩２分

神奈川中央交通グループのホテル
５０台収容の駐車場がございます。

■住所：神奈川県平塚市榎木町9-41
■ＴＥＬ：0463-21-1111
■アクセス：JR平塚駅より徒歩15分、車で５分

２００台収容の駐車場がございます。
マイカーでお越しの方には便利です。



◆ご提供宿泊施設のご案内③町田駅・海老名駅エリア

９.ホテル新宿屋 10.ホテル町田ヴィラ

■住所：東京都町田市原町田6-13-22
■ＴＥＬ：042-722-3112
■アクセス：小田急線町田駅から徒歩1分。JR横浜線町田駅から徒歩5分

１１．ホテルルートイン海老名

■住所：神奈川県海老名市扇町14-5
■ＴＥＬ：046-292-7401
■アクセス：小田急線・相鉄線海老名駅から徒歩５分、JR海老名駅から徒歩２分



藤　沢辻　堂平　塚

湘南台

大　和

鵠沼海岸

横　浜戸　塚

相模大野

片瀬江ノ島

大　船

二俣川

町　田

海老名

茅ヶ崎 東神奈川

新横浜

厚　木

小田原

◆鉄道 区間移動時間表

11 海老名 ホテルルートイン海老名

10 町田 ホテル町田ヴィラ

9 町田 ホテル新宿屋

8 大和 大和第一ホテル

7 大和 東横イン　大和駅前

6 平塚 ホテルサンライフガーデン

5 平塚 グランドホテル神奈中平塚

4 辻堂 第一イン湘南

3 湘南台 湘南台第一ホテル

2 藤沢 ホテルウィングインターナショナル湘南藤沢

1 藤沢 ホテル法華クラブ湘南藤沢

№ 地区 ホテル名

【鉄道会社】

JR東日本

小田急

相模鉄道

横浜市営地下鉄

【3分】

【10分】

【9分】

【3分】

【4分】

【15分】

小田原～海老名
快速急行【42分】

【10分】

【3分】【5分】【20分】

海老名～茅ヶ崎
【27分】

【5分】 【5分】 【10分】

【10分】
【10分】

【16分】

【13分】

【3分】

【9分】

【21分】

【11分】

【11分】


