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共通事項
１．主

催：一般社団法人 日本バレーボールリーグ機構

２．共

催：公益財団法人 日本バレーボール協会

３．主

管：各都道府県バレーボール協会
ホームゲームは、各都道府県バレーボール協会とホームチーム

４．競 技 規 則：公益財団法人日本バレーボール協会６人制競技規則による。
ただし、Ｖリーグ機構が定めた規程または 2014/15Ｖリーグに対して行った通達、
取り決めがある場合は、それが優先する。
５．チ ー ム 構 成：各試合のチーム構成は、部長、監督、コーチ、トレーナー、マネージャー
及び医師１名、選手 14 名以内、計 20 名以内。
（通訳については別途認める）
６．事

務

局：大会事務局は「一般社団法人日本バレーボールリーグ機構」内に置く。
＜所在地＞

〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-30-8
ダヴィンチ千駄ヶ谷 6Ｆ

一般社団法人日本バレーボールリーグ機構

＜Ｅ-mail＞

＜Ｔ Ｅ Ｌ＞

03－5786－0611

＜Ｆ ＡＸ＞

03－5786－0617

vleague@vleague.or.jp

Ｖ・プレミアリーグ
１．大

会

名： 「2014/15Ｖ・プレミアリーグ」と称し、個々の大会は『2014/15Ｖ・プレミア
リーグ○子○○大会』と称する。

２．開 催 期 間：
＜レギュラーラウンド＞
「女子」平成 26 年 11 月 15 日(土)～平成 27 年２月 22 日（土）
「男子」平成 26 年 11 月 15 日(土)～平成 27 年２月 22 日（土）
＜プレーオフ（仮称）＞
「女子」平成 27 年２月 28 日（土）～平成 27 年３月 22 日（日）
「男子」平成 27 年２月 28 日（土）～平成 27 年３月 22 日（日）
＜セミファイナル（仮称）＞
「女子」平成 27 年３月 28 日（土）
「男子」平成 27 年３月 28 日（土）
＜ファイナル（仮称）＞
「女子」平成 27 年４月４日（土）または４月５日（日）
「男子」平成 27 年４月４日（土）または４月５日（日）
３．参 加 チ ー ム：
「女子」
久光製薬スプリングス
ＮＥＣレッドロケッツ
岡山シーガルズ
日立リヴァーレ
東レアローズ
デンソーエアリービーズ
トヨタ車体クインシーズ
上尾メディックス
以上 ８チーム

「男子」
パナソニックパンサーズ
ＪＴサンダーズ
堺ブレイザーズ
東レアローズ

豊田合成トレフェルサ
サントリーサンバーズ
ＦＣ東京
ジェイテクトＳＴＩＮＧＳ
以上 ８チーム

４．競 技 方 法：
（１）男女とも８チームによる３回戦総当たり方式によるレギュラー

ラウンドを行う。
（２）レギュラーラウンド上位６チームがプレーオフに進出する。残り
の下位２チームの順位は確定し、Ｖ・チャレンジマッチ（入れ替
え戦）に出場する。
（３）プレーオフは６チームによる１回戦総当たり方式で行い、プレー
オフ最上位のチームが優勝決定戦に進出し、２位チームと３位チ
ームがセミファイナルに進出する。プレーオフ４位～６位のチー
ムの最終順位が確定する。
（４）セミファイナルはプレーオフ２位チームと３位チームによる１回
戦で行い、勝者が優勝決定戦に進出する。敗者は最終順位が３位
に確定する。
（５）優勝決定戦はプレーオフ 1 位チームとセミファイナル勝者による 1
回戦で行い、勝ったチームが優勝、敗れたチームが準優勝となる。
（６）全試合５セットマッチで行う。
５．順位決定方法：
＜レギュラーラウンド＞
（１）ポイント制を導入し、試合結果により次のポイントを付与する。
条件
「３－０」もしくは「３－１」での勝利
「３―２」での勝利
「２－３」での敗戦
「０－３」もしくは「１－３」での敗戦

ポイント
3点
2点
1点
0点

（２）レギュラーラウンドのリーグ戦の順位は、獲得したポイントの高
いチームを上位とする。２つあるいはそれ以上のチームの獲得ポイ
ントが並んだ場合は、勝率の高いチーム、勝率も同率の場合はセッ
ト率、セット率も同率の場合は得点率の高いチームを上位とする。
尚、得点率も同率となった場合は、当該チーム間での計算を行い、
ポイント、勝率、セット率、得点率の順で上位チームを決める。
＜プレーオフ＞
（１）プレーオフ進出チームにはレギュラーラウンドの成績（順位）によ
り予め、次の持ち点（ポイント）を付与する。
【プレーオフ進出チームに付与する持ち点の内容】
1 位・5 点 2 位・4 点、3 位・3 点、4 位・2 点、5 位・1
点、6 位・持ち点なし
※上記の順位はレギュラーラウンド順位
（２）プレーオフのリーグ戦の順位は、プレーオフ進出時に付与された持
ち点（ポイント）に、プレーオフで獲得したポイントを加算し、ポ
イントの高いチームを上位とする。ポイントが並んだ場合は、レギ
ュラーラウンド順位上位チームを上位とする。

＜共通事項＞
（１）棄権または何らかの理由で不戦敗となった場合は、0-25、0-25、0-25
で敗戦したものと見なす。
６．試 合 球： 「女子」＝モルテン社製カラーボール（V5M5000：検定球５号・人工皮革）
「男子」＝ミカサ社製カラーボール（MVA200：検定球５号・人工皮革）
７．開 会 式： 「女子」平成 26 年 11 月 15 日(土) 東京体育館で開始式を行う。
「男子」
平成 26 年 11 月 15 日(土) パークアリーナ小牧で開始式を行う。
８．表
彰： Ｖリーグ機構表彰規程により行う。
表彰式の要領については、別途定める。
９．ドーピング ：ドーピングコントロールを行う。

Ｖ・チャレンジリーグ
１．大

会

名： 「2014/15Ｖ・チャレンジリーグ」と称し、個々の大会は『2014/15Ｖ・チャレ
ンジリーグ ○子○○大会』と称する。

２．開 催 期 間： 「女子」平成 26 年 11 月 15 日（土）～平成 26 年３月 15 日（日）
「男子」平成 26 年 11 月８日（土）～平成 26 年３月 15 日（日）
３．開催会場
全国各地の会場（体育館）で開催
４．参 加 チ ー ム：
「女子」
ＪＴマーヴェラス

柏エンゼルクロス

ＰＦＵブルーキャッツ

ＪＡぎふリオレーナ

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

フォレストリーヴズ熊本

大野石油広島オイラーズ

ＧＳＳサンビームズ

仙台ベルフィーユ

トヨタ自動車ヴァルキューレ
以上 10 チーム

「男子」
警視庁フォートファイターズ

きんでんトリニティーブリッツ

大分三好ヴァイセアドラー

トヨタ自動車サンホークス

つくばユナイテッドＳｕｎ ＧＡＩＡ

近畿クラブスフィーダ

富士通カワサキレッドスピリッツ

兵庫デルフィーノ

東京ヴェルディ

東京トヨペットグリーンスパークル

大同特殊鋼レッドスター

埼玉アザレア

以上 12 チーム
５．競 技 方 法： （１）女子は 10 チームにより 2 回戦総当りリーグ戦を行う。
（２）男子は 12 チームにより 2 回戦総当りリーグ戦を行う。
（３）全試合５セットマッチで行う。
６．順 位 決 定 方 法： （１）男女ともポイント制を導入し、試合結果により次のポイントを付与

する。
条件
「３－０」もしくは「３－１」での勝利
「３―２」での勝利
「２－３」での敗戦
「０－３」もしくは「１－３」での敗戦

ポイント
3点
2点
1点
0点

（２）リーグ戦の順位は、獲得したポイントの高いチームを上位とする。
２つあるいはそれ以上のチームの獲得ポイントが並んだ場合は、勝
率の高いチーム、勝率も同率の場合はセット率、セット率も同率の
場合は得点率の高いチームを上位とする。尚、得点率も同率となっ
た場合は、当該チーム間での計算を行い、ポイント、勝率、セット
率、得点率の順で上位チームを決める。
（３）棄権または何らかの理由で不戦敗となった場合は、0-25、0-25、0-25 で
７．試
８．表

合

敗戦したものと見なす。
球： 「女子」＝モルテン社製カラーボール（V5M5000：検定球 5 号・人工皮革）
「男子」＝ミカサ社製カラーボール（MVA200：検定球 5 号・人工皮革）
彰： Ｖリーグ機構表彰規程により行う。
表彰式の要領については、別途定める。

Ｖ・チャレンジマッチ（入れ替え戦）
１．大

会

名： 「2014/15 Ｖ・チャレンジマッチ」と称する。

２．開

催

日： 平成 27 年３月 28 日（土）～３月 29 日（日）

３．開催会場
横浜市文化体育館（神奈川県横浜市）
４．参 加 チ ー ム：
＜女子＞
プレミアリーグ７位・８位チームとチャレンジリーグ１位・２位チーム
＜男子＞
プレミアリーグ７位・８位チームとチャレンジリーグ１位・２位チーム
５．組

合

せ：
区別

第１日

第２日

組

合

せ

第１試合

女子

プレミアリーグ 8 位 vs チャレンジリーグ １位

第２試合

女子

プレミアリーグ 7 位 vs チャレンジリーグ 2 位

第３試合

男子

プレミアリーグ 8 位 vs チャレンジリーグ １位

第４試合

男子

プレミアリーグ 7 位 vs チャレンジリーグ 2 位

第１試合

女子

プレミアリーグ 8 位 vs チャレンジリーグ １位

第２試合

女子

プレミアリーグ 7 位 vs チャレンジリーグ 2 位

第３試合

男子

プレミアリーグ 8 位 vs チャレンジリーグ １位

第４試合

男子

プレミアリーグ 7 位 vs チャレンジリーグ 2 位

６．競 技 方 法：
（１）プレミアリーグ７位チームとチャレンジリーグ２位チーム、プレミアリー
グ８位チームとチャレンジリーグ１位チームが、２試合戦って上位チーム
を勝者とする。
（２）全試合５セットマッチとする。
７．順 位 決 定 方 法：
（１）男女ともポイント制を導入し、試合結果により次のポイントを付与す

る。
条件
「３－０」もしくは「３－１」での勝利
「３―２」での勝利
「２－３」での敗戦
「０－３」もしくは「１－３」での敗戦

ポイント
3点
2点
1点
0点

（２）リーグ戦の順位は、獲得したポイントの高いチームを上位とする。２つ
あるいはそれ以上のチームの獲得ポイントが並んだ場合は、勝率の高い
チーム、勝率も同率の場合はセット率、セット率も同率の場合は得点率
の高いチームを上位とする。尚、得点率も同率となった場合は、当該チ
ーム間での計算を行い、ポイント、勝率、セット率、得点率の順で上位
チームを決める。なお、それでも同率の場合はプレミアリーグのチーム
を勝者とする。
（３）棄権または何らかの理由で不戦敗となった場合は、0-25、0-25、0-25 で敗
８．試

合

戦したものと見なす。
球： 「女子」＝モルテン社製カラーボール（V5M5000：検定球 5 号・人工皮革）
「男子」＝ミカサ社製カラーボール（MVA200：検定球 5 号・人工皮革）
以上

