
 

第 31 回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) ビーチバレーボール競技 

日本の出場枠獲得までの道のり 

 

■出場枠獲得条件(男女各 24 チーム) 

◇1 つの国/地域に与えられる最大出場枠は男女各 2 枠まで 

◇下記図②FIVB ビーチバレーボール世界選手権 2015 または③オリンピックランキングで出場枠を獲得した国/ 

地域は、2016 年 6 月 13 日時点での世界ランキングにおいて最もふさわしい 6 チームの中からオリンピ 

ックに出場するチームを決定しなければならない。 
No. 出場枠 詳細 

1 ① 開催国 開催国・ブラジル(男女各 1 枠) 

2 ② 

FIVB ビーチバレーボール 

世界選手権 2015 

2015/6/26～2015/7/5 

1 位 
優勝チームの国/地域(男女各 1 枠) 

⇒男女ともにブラジル 

3 

③ 

オリンピックランキング 

(世界選手権、ワールドツアー、 

大陸ツアーファイナル) 

(Olympic Ranking 

[World Championships, 

World Tour, 

Continental Tour Finals]) 

対象期間：2015/1/1～2016/6/12 

1 位 
【オリンピック出場枠獲得条件】 

・2016 年 6 月 13 日時点でのオリンピックランキング上位 15 チ 

ームの国/地域にオリンピックの出場枠が与えられる。 

 

・2015/1/1 から 2016/6/12 の期間に開催された世界選手権、 

ワールドツアー、承認された大陸ツアーファイナルの内、最も 

良い成績を収めた 12 大会での獲得ポイントがオリンピックラ 

ンキングに反映される。なお、大陸ツアーファイナルは最も良 

い成績の 2 大会のみ有効。 

・2015/1/1 から 2016/6/12 の間に開催される世界選手権、ワ 

ールドツアー、承認された大陸ツアーファイナルに選手個人が 

それぞれ 12 大会以上出場しなければならない。 

 

※男女オリンピックランキング(暫定)は次ページ参照。 

4 2 位 

5 3 位 

6 4 位 

7 5 位 

8 6 位 

9 7 位 

10 8 位 

11 9 位 

12 10 位 

13 11 位 

14 12 位 

15 13 位 

16 14 位 

17 15 位 

18 

④ 

ビーチバレーボール 

コンチネンタルカップ 

(Beach Volleyball 

Continental Cup) 

開催期間：2014/5/1～2016/6/26 

アジア 

1 位 
【出場条件】 

・①、②、③で 1 つの国/地域が獲得できる最大出場枠(2 枠)を 

獲得していない国/地域 

【オリンピック出場枠獲得条件】 

・5 大陸で行われるビーチバレーボールコンチネンタルカップで 

各大陸 1 位となった国/地域 

 

・2014/5/1 から 2016/7/10 の間に自チームの国/地域、大陸バ 

レーボール連盟、国際バレーボール連盟が開催する大会に選 

手個人がそれぞれ 12 大会以上出場しなければならない。 

19 
ヨーロッパ 

1 位 

20 
アフリカ 

1 位 

21 
北中米 

1 位 

22 
南米 

1 位 

23 

⑤ 

2016FIVB ビ―チバレーボール 

ワールドコンチネンタルカップ 

[オリンピック予選] 

(2016 FIVB Beach Volleyball 

World Continental Cup 

[Olympic Qualification]) 

開催期間：2016/7/4～2016/7/10 

1 位 

【出場条件】 

・④で各大陸 2、3 位となった国/地域 

・①～④で 1 つの国/地域が獲得できる最大出場枠(2 枠)を獲 

得していない国/地域 

【オリンピック出場枠獲得条件】 

・2016FIVB ビ―チバレーボールワールドコンチネンタルカップ 

[オリンピック予選]で 1、2 位となった国/地域 

 

・2014/5/1 から 2016/7/10 の間に自チームの国/地域、大陸バ 

レーボール連盟、国際バレーボール連盟が開催する大会に選 

手個人がそれぞれ 12 大会以上出場しなければならない。 

 

※競技方法ほか詳細未定 

24 2 位 



 

■日本のリオデジャネイロオリンピック出場枠獲得方法 

  (1)オリンピックランキングで上位 15 チームに入る 

【男子オリンピックランキング(暫定)】 http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/OGRanking_M.asp 

【女子オリンピックランキング(暫定)】 http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/OGRanking_W.asp 

 

(2)AVC ビーチバレーボールコンチネンタルカップアジア大陸予選 第 4 フェーズで 1 位になる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVCコンチネンタルカップオリンピックアジア大陸予選 第1フェーズ

※1位になった国/地域は代表1チームを
   出場させることができる

オリンピック出場不可

AVCコンチネンタルカップオリンピックアジア大陸予選 第2フェーズ
※2011～2012年開催の「FIVBコンチネンタルカップ オリンピックアジア大陸予選 第2フェーズ」において各地区上位3
※位の国/地域(☆)は、本大会の第1フェーズは免除となり、第2フェーズより出場する。

AVCコンチネンタルカップオリンピックアジア大陸予選 第4フェーズ
※2016年開催

AVCコンチネンタルカップオリンピックアジア大陸予選 第3フェーズ
※2016年開催各地区最上位1カ国/地域が

第4フェーズに進出する

東アジア地区(男女)

2014/11/7-11/9
＠チャイニーズタイペイ

中央アジア地区(男女)

2015/1/19-1/23
＠モルディブ

西アジア地区(男子のみ)

2015/6/5-6/6
＠クウェート

オセアニア地区(男女)

2014/11/17-11/20
＠オーストラリア

東南アジア地区(男女)

2014/11/10-11/11
＠タイ

各地区上位3カ国/地域が

第2フェーズへ進出

東アジア地区

2015/8/5-8/7
＠韓国

【男子】

日本☆、中国☆、

ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾀｲﾍﾟｲ、韓国、

ﾎﾝｺﾝﾁｬｲﾅ☆、ﾓﾝｺﾞﾙ

【女子】

日本☆、中国☆、
ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾀｲﾍﾟｲ☆、韓国、

ﾎﾝｺﾝﾁｬｲﾅ、ﾓﾝｺﾞﾙ

中央アジア地区

※日程・開催国未定

【男子】
ｲﾗﾝ☆、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ☆、

ｽﾘﾗﾝｶ☆、ｲﾝﾄﾞ、
ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ

【女子】

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ☆、ｽﾘﾗﾝｶ☆、

ｲﾝﾄﾞ☆、ﾈﾊﾟｰﾙ、

ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ

西アジア地区

2015/11/4-11/6
＠カタール

【男子】
ｵﾏｰﾝ☆、ﾊﾞｰﾚｰﾝ☆、

ｶﾀｰﾙ☆、ｸｳｪｰﾄ
ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ

【女子】

実施せず

オセアニア地区

2015/11/9-11/15
＠クック諸島

【男子】
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ☆、ｻﾓｱ☆、

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ☆、ﾊﾞﾇｱﾂ、
ｸｯｸ諸島、米領ｻﾓｱ

【女子】

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ☆、ﾊﾞﾇｱﾂ☆、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ☆、ｸﾞｱﾑ、

ﾌｨｼﾞｰ、ﾂﾊﾞﾙ

東南アジア地区

2015/3/2-3/5
＠タイ

【男子】
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ☆、ﾀｲ☆、

ﾍﾞﾄﾅﾑ☆、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾏﾚｰｼｱ

【女子】

ﾀｲ☆、ﾍﾞﾄﾅﾑ☆、
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ☆、ﾏﾚｰｼｱ、

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

各地区2、3位の国/地域が

第3フェーズに回る

第2フェーズで地区2、3位となった国/地域 計10カ国/地域が出場

最上位2カ国/地域が第4フェーズに進出

※日程、開催国、試合方式未定

第2フェーズで各地区1位となった5カ国/地域と、第3フェーズ最上位2カ国/地域、開催国(未定)の計8カ国/地域が出場

※日程、開催国、試合方式未定

1位 2、3位 4位以下

第31回オリンピック競技大会

(2016/リオデジャネイロ)
2016/8/6-8/18

2016FIVBビ―チバレーボール

ワールドコンチネンタルカップ

[オリンピック予選]

2016/7/4-7/10

※開催国、試合方式未定

1、2位の国/地域が

第4フェーズに進出する

http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/OGRanking_M.asp
http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/OGRanking_W.asp


 

(3) 2016FIVB ビ―チバレーボールワールドコンチネンタルカップ[オリンピック予選]で 2 位以内に入る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他 

ビーチバレーボール競技のオリンピック出場枠獲得方法の詳細につきましては、 

下記 URL(国際バレーボール連盟ウェブサイト/英語)をご参照ください。 

http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Document/FIVB_OG2016_Qualification_System_BVB_ENG.pdf 

 

ビーチバレーボールコンチネンタルカップ

アジア大陸 アフリカ大陸 ヨーロッパ大陸 北中米大陸 南米大陸

各大陸予選で2、3位

となった10カ国/地域

最上位2カ国/地域

第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ)

2016/8/6-8/18

2016FIVBビ―チバレーボールワールドコンチネンタルカップ

[オリンピック予選]

2016/7/4-7/10

※開催国、試合方式未定

http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Document/FIVB_OG2016_Qualification_System_BVB_ENG.pdf

