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2022 年シーズンビーチバレーボール国際大会出場基準について 

 

公益財団法人日本バレーボール協会(JVA)ビーチバレーボール事業本部ならびにビーチバ

レーボール強化委員会は、ビーチバレーボール国際大会の出場基準について、以下のとおり

出場基準を定めます。出場を希望するチームは、各大会もしくはその予選に対し JVA が定

める方法、期限に基づいて手続きを行ってください。 

 

1. エントリー方法 

エントリー資格を有する選手（S クラス登録選手）は JVA が設定した各国際大会のエ

ントリー締切(※)までにエントリー用紙を記入し、下記アドレスへメール送付してくだ

さい。期限内であれば複数の大会をまとめて行うこともできます。 

 

送信アドレス：beachvolleyball@jva.or.jp 

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業務部 石垣宛 

 

※ 連絡・確認事項があるため、急遽大会が追加される場合を除き各大会の主催団

体が定めるエントリー期限の 105 日前にエントリー用紙の提出締切日を設け

ています。締切日の 23 時 59 分までに受信したものを有効とします。 

※ 締切日を過ぎてから届いた場合は原則申込を受け付けません。ただし、当該大

会のエントリーが定数に達してない期限内にエントリーしているチームに影

響がない場合は、申請書を認めてエントリーする場合もございます。（その場

合は先着順となります） 

※ 送信先は上記送信アドレスのみ有効となりますので必ず上記送信アドレスに

送信ください。 

 

  【エントリー時提出書類】 

① エントリー申込書 

② FIVB 選手契約書（BVB-01） 

③ FIVB 健康証明書（BVB-10） 

※ ②③は初回エントリー時のみ（チームが変わる場合は②の再提出が必要） 



 

 

2. エントリーチームの決定 

 

■ Beach Pro Tour 

JVA は各大会のエントリー期限日までにチームから届いたエントリー希望大会のエントリ

ーを行います。 

各大会エントリーチーム数の上限は設けず、エントリー希望したチーム全てのエントリー

を行います。（大会出場チームは FIVB Sports Regulations に準ずる） 

 

■ AVC アジアツアー／アジア選手権 

各大会の JVA エントリー締切日時点でのチーム 2 人の選手の FIVB エントリーランキング

ポイントの和の合計の高い順に派遣します。 

 

*ポイントが同じ場合以下優先順位で決定 

① エントリーポイントで対象となる 64 大会の合計ポイント数 

② エントリーポイント対象となる 64 大会の内 1 つの大会で最も獲得したポイン

トが大きい順（エントリーしているペアと異なるペアで獲得したポイントは認

めない） 

③ FIVB ワールドランキングがペアとして高い順 

 

■アジア競技大会 

 

アジア競技大会要項参照 

 

■ FISU 世界大学選手権 

JVA ビーチバレーボール強化委員会の選考により出場チームを決定 

 

■2022 世界選手権 

JVA は FIVB および AVC が定める出場資格を満たしているチームから以下の通り出場チー

ムを決定します。 

 

⚫ FIVB エントリーポイントで出場権を獲得した場合 

出場権を獲得したチームを派遣チームとします。 

 

⚫ アジア枠で出場権を獲得した場合 

https://beach.jva.or.jp/entry/international/ag/


2019 年 7 月から 2022 年 4 月までに開催された以下対象大会から獲得したポイントの

内、ポイントの高い 4 大会を合計した場合の最上位チームを派遣チームとします。 

なお、当時からペア変更が発生しているため、獲得ポイントは個人単位でカウントし、

現在のチームでそのポイントを合計した中から最上位チームを派遣チームとします。 

 

- AVC ビーチバレーボールツアー2019 馬公市オープン 

- コンチネンタルカップ（第 1～第 3 フェーズ全て含む） 

- アジア選手権 2020 および 2021 

- FIVB ワールトツアー（1 スター～5 スター）あるいは Volleyball World Beach Pro 

Tour の最も結果の良い 1 大会 

 

※ アジアで 2 枠獲得した場合は合計ポイント 2 番目のチームを派遣する 

※ もしアジア枠を獲得したチームが不参加となった場合には次点のチームを派遣

チームとする 

※ アジア枠での出場条件については FIVB からの最終承認前のため、万が一承認

内容に変更があった場合は、改めて強化委員会で協議の上、派遣チームを確定

する 

 

3. 国際大会出場まで 

 

JVA は各大会主催者より関連情報が届いた際（通常大会 2128 日前）に、エントリーチーム

の代表者に対し情報を送ります。 

 

1. 航空券、保険付保、ビザ必要有無、ホテルや空港からのピックアップ、PCR 陰性証

明の手配といった遠征に関わる手続きについては各チームで行ってください。 

2. FIVB トラベルスケジュール（BVB-31, BVB-31b）は提出期限（各大会 Regulation

参照）までに、各チームより大会主催側へ直接ご提出ください。その際、JVA ビー

チバレーボール共有アドレス（beachvolleyball@jva.or.jp）を CC に入れてお送り下

さい。 

3. チームスタッフの AD 発行については JVA の承認が必要のため、FIVB コーチ申請

書をメールで JVA ビーチバレーボール担当者までお送りください。 

4. ビザは大使館・旅行代理店等に必要書類を確認の上、個人で取得手配をして下さい。 

ビザ申請に必要な開催地からの招聘状も各自でご手配ください。JVA が対応する必

要がある場合は JVA にご連絡ください。 

なお、招聘状入手までに非常に時間がかかるケース（中国など）があるため、遠征

等によりビザ申請期間が限定されるチームは、前広なご対応をお願いします。 



 

 

4. エントリーキャンセル/選手変更 

エントリー希望した大会をキャンセル/選手変更したい場合は、大会の 2535 日前まで

に FIVB 指定のキャンセル申請書（BVB-03）、選手交代申請書（BVB-04）にご記入の

上、メールにキャンセル/選手変更理由を添え、”beachvolleyball@jva.or.jp”までお送り

ください。メール文だけのキャンセルや選手変更は受付ませんので必ず指定申請書を

添付してお送りください。期限を過ぎてからのキャンセル/選手変更は可能な限り対応

いたしますが、事務局管理上、平日業務時間内（9：45-17：45）のみが基本の対応時間

となっておりますことご理解の上、期限厳守の上、ご対応をお願いします。 

タイムリーな対応が求められますので一方的なメールだけではなく、電話連絡をいた

だくなど対応、ご協力をお願いします。 

 

 

5. 重複エントリー大会の出場希望（キャンセル希望） 

同時期開催の大会に重複エントリーをした場合、大会の2128日前のタイミングでFIVB

サイトをチェックしていただき、重複している大会の 2 つ目のコンファームドエント

リーリストが出てから、24 時間以内であれば、出場したい大会（キャンセルしたい大

会）の希望を FIVB に対し、申請ができます。 

各エントリ―チーム代表者から FIVB へ直接メールを送り、チームの希望を申請してく

ださい。 

なお、重複している大会がヨーロッパの場合、FIVB のアドレスの他、CEV のアドレス

を。重複している大会がアジアの場合は、FIVB のアドレスの他、AVC も一緒に入れて

直接メールをお送り下さい。 

その際、JVA ビーチバレーボール共有アドレスも必ず CC に入れてお送り下さい。 

 

FIVB 連絡先アドレス： worldtourbeachvolleyball@fivb.com 

CEV 連絡先アドレス： beach@cev.lu 

AVC 連絡先アドレス： beachworldtour@asianvolleyball.net 

JVA ビーチバレーボール共有アドレス： beachvolleyball@jva.or.jp 

 

なお、出場希望のメールを FIVB へ送らない場合は、FIVB のチーム出場決定基準に則

り、出場する大会が決まりますのでご留意ください。 

 

 

6. カントリークオータプレーオフ 

mailto:beachvolleyball@fivb.com
mailto:beach@cev.lu


Future カテゴリーの大会のみ開催地で開催となります。 

※ Elite16/Challenge はカントリークオータに上限がありませんのでカントリークオ

ータプレーオフは実施されません。 

国内で実施の場合は事前にお伝えいたします。 

 

 

以上ご不明な点や緊急のご連絡は下記までご連絡ください。 

 

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業務部 石垣 

E-mail : beachvolleyball@jva.or.jp 

Office: 03-5786-2105 

Mobile:080-2380-8743 

 

 

以上 

 

 

改訂日：2022 年 4 月 5 日 （主としてワールトツアーから Pro Tour に変わったことで変

更となったレギュレーション上の変化点の更新、および世界選手権の派遣方法を追記） 


