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（一社）静岡県バレーボール協会 

定款   「人選委員会」に関する細則   慶弔規定   表彰規定 

 



平成平成平成平成 30303030 年期年期年期年期    （一社）静岡県バレーボール協会（一社）静岡県バレーボール協会（一社）静岡県バレーボール協会（一社）静岡県バレーボール協会    基本方針基本方針基本方針基本方針    

 

 当協会は、一般社団法人に移行して一年が経過しました。この間、協会員の 

皆様のご努力とご協力により確実に一歩一歩前進しております。しかしながら 

健全で民主的な運営を目指す中でまだまだ多くの課題を抱えているのも現実で

す。これからも一つ一つの問題点を解決しながら前に進んでまいりたいと考え

ています。 

 特に今年は「2018 世界バレー」が開催され、全員で成功に向けて取り組まな

ければならないと思います。個々の小さな力を結集して大きな成功という結果

を求めていきたいと考えています。 

 また、今年からＶリーグの開催方式が今までとは大きく変わります。今後、

チームと相談しながら、素晴らしく、実のあるリーグ開催を目指していきたい

と思います。 

 強化の面においても課題が多く有りますのでそれぞれのカテゴリーにおいて

全国大会で通用するチーム作りを目指して欲しいと思います。 

 「静岡バレー」の復活を期待します。 

 

今期の目標として次の４点を挙げさせていただきました。 

 

１１１１    健全な財源の確保健全な財源の確保健全な財源の確保健全な財源の確保    

①いろいろな収入源の確保 

   ②業務部・専門部で予算の縮小はできないか 

２２２２    「「「「2018201820182018 世界バレー」に向け万全の準備世界バレー」に向け万全の準備世界バレー」に向け万全の準備世界バレー」に向け万全の準備    

   ①一人一人の力を結集して大会を成功させる 

３３３３    普及と強化普及と強化普及と強化普及と強化    

   ①バレーボール人口の拡大（小学生世代の発掘） 

４４４４    倫理規定の遵守倫理規定の遵守倫理規定の遵守倫理規定の遵守    

   ①各カテゴリーでの指導における暴力やパワハラの根絶 

   ②指導者が誇りと自覚を持って臨む 

 

以上の目標を達成するためには全員が一致協力していくことが大切です。 

何卒、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。 
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会　　長 土屋　信二 戸本　隆雄 田代　 　攻 曽根　 　康 佐藤　　 仁 杉山　 　実 蔵原　 　純

副会長 鈴木　照久 西郷　 　功 小山　隆夫 川口　昌克 鈴木　春海 山崎　芳江 澤田あゆみ

専務理事 都築　安夫 播本　浩嗣 田中　克治 平岡　靖史 相羽　信弥

常務理事(東部理事長) 植田　　 質 笠原　隆博 綿間瀬智子 熊谷　充浩 大川　和男

常務理事(中部理事長) 大畑　邦彦 塩谷　　立 松井　　純 塚本　博之 堀井　 　潤 戸塚　裕之 荒木　芳則

常務理事(西部理事長) 橋本　泰幸 喜聞　広典 桜田　和之 上畠　直樹 中村　一史 鈴木　基之 岡本　幸治

常務理事 村松喜一郎 森藤　信 鈴木　光速 辻　　 知幸 米田　聡也 中村　辰夫 木村　康男

常務理事 赤平大二郎 長谷川　弘 山口　秀之 小鷹茂登司 齋藤　徳子 清水はる美 神谷　幸子

常務理事(事務局長) 戸本　浩史 田神　耕一 中西　満子 高根　信吾 新保　 　淳 村本　名史 松本　晶則

常務理事(財務部長) 増田　和久 河村　俊彦 稲村　欣作 福井　 　靖 戸塚　俊幸 宮城　新太 市川　重樹

競技委員長 岩ヶ谷博利 戸塚美代子 都築　 　哲 豊福　宏明 松下　篤由 市村 　　智

審判委員長 渡邊　義昭 米山　達哉 鈴木　達也 杉山　幸子 池田　喜彦

指導普及委員長 増田　直彦 海野　 　進 匂坂　一秋 遠藤　昌治 山本　盛之

強化委員長 田川　明浩 渡邉　正規 海瀬　常明 藤田　靖人 芹澤　茂晴 畑 　　寛和 小林  則之

技術統計委員長 丸山　洋幸 植松　　 登 石渡　光一 関本　周平 笠原　瑞恵 鷲山麻由子 神谷　昌志

実業団部長 小山　和紀 深山　正和 大川由美子 新妻　明子 大場　豊久 小澤　圭子 谷口　 　健

クラブ部長 高林於左武 藤池　年男 青山　充男 秋山　篤司 土屋　瑞祈 塚本　光浩 中山　龍一

ママさん部長 登　 　朝子 田口　彰一 西島　 　至 山梨　寿久 古木　康昌 堂所　聡子 田開　伯幸

大学部長 河合 　　学 高嶋　真樹 櫻井　鋭一 藤原　英修

高校部長 待谷健一郎 竹村　　 保 稲葉久仁次

中学校部長 大橋　誠二 伊藤　眞一 朝比奈　整

小学生部長 小沢　良行 吉本　秀樹 池田　　 靖 山本　太二 齊藤　浩幸 大河喜一郎 山本　倫之

ビーチバレー部長 川内　禎仁 曾根　章光 山口　一三 後藤　康文 渡辺　雅彦 小林　雅行 寺田　直己

ソフトバレー部長 萩原　博行 石原　正男 斉藤　　 進 小野田秀生 森　　 貴明 長井　利樹 松下　和弘

ハンデイキャップ部長 海野　茂雄 清水　 　修 土屋　義人 下鶴　一浩 黒田　 　武 鈴木　敏彦 戸塚　康通

ヤングクラブ部長 後藤　訓良 大石　　 誠 鈴木　 　勤 野﨑　真司 杉本　昌之 松本　憲雅 向中野真記

会長指名理事 小林 　　豊 堀部　裕子 森　　 啓彰 佐藤　拓男

会長指名理事 武田　知己 夏目　維文 藤井　英二

会長指名理事 野澤　和宏 稲森　　 透 垣見　佳子

会長指名理事 山本　常雄 西ヶ谷信義 赤堀　隆治

山元　靖夫 外山　圭介

池田　介佑 福井　邦彦

監　　事 青木　隆昌 佐藤　広海 堂園　誠一

監　　事 吉澤　俊道 市川　義博 吉岡　伊作

岡村　信廣 藤村　博美

佐久間　基

静岡県ビーチバレーボール連盟 土屋　義人

静岡県ソフトバレーボール連盟 斉藤　　 進

静岡県ハンディキャップバレーボール連盟 稲森　 　透

静岡県ヤングクラブバレーボール連盟 田代 　　攻

静岡県ママさんバレーボール連盟 戸塚美代子

静岡県大学バレーボール連盟 稲村　欣作

静岡県小学生バレーボール連盟 清水　 　修

静岡県クラブバレーボール連盟 鈴木　照久

平成２９・３０年期　一般社団法人　静岡県バレーボール協会役員平成２９・３０年期　一般社団法人　静岡県バレーボール協会役員平成２９・３０年期　一般社団法人　静岡県バレーボール協会役員平成２９・３０年期　一般社団法人　静岡県バレーボール協会役員

理　　事 名誉顧問 副理事

顧　　問

参　　与

会長指名副理事

連　　盟　　名 会　　長　　名

静岡県実業団バレーボール連盟 小山　隆夫

2



会　　長 ◎ 土屋　信二 事務局長 ◎ 戸本　浩史 次 長 △ 佐藤　　仁 局員 兼 関本　周平 会長指名副理事会長指名副理事会長指名副理事会長指名副理事

△ 杉山　　実 △ 古木　康昌 △ 山本　太二 (東)

△ 蔵原　　純 △ 堂所　聡子 △ 齊藤　浩幸 (東)

副会長 ◎ 鈴木　照久 △ 大河喜一郎 (東)

財　　務 部 長 ◎ 増田　和久 △ 山本　倫之 (東)

補 佐 △ 川口　昌克 △ 後藤　康文 (東)

専務理事 ◎ 都築　安夫 次 長 △ 鈴木　春海 △ 渡辺　雅彦 (中)

△ 山崎　芳江 △ 小林　雅行 (中)

△ 澤田あゆみ △ 寺田　直己 (中)

常務理事 ◎ 植田　　質 △ 小野田秀生 (中)

◎ 大畑　邦彦 広　　報 部 長 △ 曽根　　康 部 員 △ 田開　伯幸 △ 森　　貴明 (西)

◎ 橋本　泰幸 次 長 △ 播本　浩嗣 部 員 △ 藤原　英修 △ 長井　利樹 (西)

◎ 村松喜一郎 △ 松下　和弘 (西)

◎ 赤平大二郎 競技委員長 ◎ 岩ヶ谷博利 副 △ 田中　克治 △ 下鶴　一浩 (西)

△ 平岡　靖史 主事 △ 関本　周平 △ 黒田　　武 (西)

△ 相羽　信弥 △ 鈴木　敏彦 (西)

会長指名理事 ◎ 小林　　豊 △ 戸塚　康通 (西)

◎ 武田　知己 審判委員長 ◎ 渡邊　義昭 副 △ 笠原　隆博 △ 野﨑　真司 (西)

◎ 野澤　和宏 △ 綿間瀬智子 主事 △ 笠原　瑞恵 △ 杉本　昌之 (西)

◎ 山本　常雄 △ 熊谷　充浩 △ 松本　憲雅 (西)

△ 向中野真記 (西)

指導普及委員長 ◎ 増田　直彦 副 △ 大川　和男 △ 佐藤　拓男 (西)

△ 塚本　博之 主事 △ 鷲山麻由子

△ 堀井　　潤

監　　事 青木　隆昌

吉澤　俊道 強化委員長 ◎ 田川　明浩 副 △ 戸塚　裕之

△ 荒木　芳則 主事 △ 神谷　昌志

△ 上畠　直樹

技術統計委員長 ◎ 丸山　洋幸 副 △ 中村　一史

△ 鈴木　基之 主事 △ 新妻　明子

△ 岡本　幸治

　◎理事

　△副理事及び会長指名副理事 実業団部長 ◎ 小山　和紀 副 △ 辻　　知幸

△ 米田　聡也 主事 △ 大場　豊久

△ 中村　辰夫

クラブ部長 ◎ 高林於左武 副 △ 木村　康男

兼 岩ヶ谷博利 主事 兼 増田　和久

△ 小鷹茂登司

ママさん部長 ◎ 登　　朝子 副 △ 齋藤　徳子

△ 清水はる美 主事 △ 小澤　圭子

△ 神谷　幸子

大学部長 ◎ 河合　　 学 副 △ 高根　信吾

△ 新保　　淳 主事 兼 高根　信吾

△ 村本　名史

高校部長 ◎ 待谷健一郎 副 △ 松本　晶則

△ 福井　　靖 主事 △ 谷口　　健

△ 戸塚　俊幸

中学校部長 ◎ 大橋　誠二 副 △ 宮城　新太

△ 市川　重樹 主事 兼 市川　重樹

△ 都築　　哲

小学生部長 ◎ 小沢　良行 副 △ 豊福　宏明

△ 松下　篤由 主事 △ 秋山　篤司

△ 市村　　智

ビーチバレー部長 ◎ 川内　禎仁 副 △ 米山　達哉

△ 鈴木　達也 主事 △ 土屋　瑞祈

△ 杉山　幸子

ソフトバレー部長 ◎ 萩原　博行 副 △ 池田　喜彦

△ 海野　　進 主事 △ 塚本　光浩

△ 匂坂　一秋

ハンディキャップ部長 ◎ 海野　茂雄 副 △ 遠藤　昌治

△ 山本　盛之 主事 △ 中山　龍一

△ 藤田　靖人

ヤングクラブ部長 ◎ 後藤　訓良 副 △ 芹澤　茂晴

△ 畑　　寛和 主事 △ 山梨　寿久

△ 小林　則之

橋本　泰幸

　会計監査人　　堀池敏弘　会計監査人　　堀池敏弘　会計監査人　　堀池敏弘　会計監査人　　堀池敏弘

　税理士　　　　　鈴木尚剛税理士事務所　税理士　　　　　鈴木尚剛税理士事務所　税理士　　　　　鈴木尚剛税理士事務所　税理士　　　　　鈴木尚剛税理士事務所

　事務局員   稲葉華代・中村由美子　事務局員   稲葉華代・中村由美子　事務局員   稲葉華代・中村由美子　事務局員   稲葉華代・中村由美子

　　　　〒４１１－０９４２

　　駿東郡長泉町中土狩１１１１

　　　　　　　三島殖産㈱ 秀峰寮内 ２棟２F

　   毎週（月・火・木・金）　１０時～１５時

中部協会 西部協会

専

　

　

門

　

　

部

会　長 鈴木　照久 青木　隆昌 吉澤　俊道

理事長 植田　　質 大畑　邦彦

平成２９・３０年期　役員構成表平成２９・３０年期　役員構成表平成２９・３０年期　役員構成表平成２９・３０年期　役員構成表

事

　

務

　

局

業

　

務

　

部

地区協会地区協会地区協会地区協会

東部協会
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（一社）（一社）（一社）（一社）静岡県バレーボール協会役員連絡網静岡県バレーボール協会役員連絡網静岡県バレーボール協会役員連絡網静岡県バレーボール協会役員連絡網    

                                                    ※ 役員構成表参照のこと 

 １ 事務局からの連絡先  

 

会     長    土屋  

副  会  長    鈴木・青木・吉澤 

専 務 理 事    都築 

      常 務 理 事    植田・大畑・橋本・村松・赤平 

 

顧 問 ・参 与     慶弔連絡のみ希望者へ連絡 

       

事務局関係     事務局長（戸本） 

財務部長（増田）→ 財務部関係者へ連絡 

広報部長（曽根）→ 広報部関係者へ連絡         

                  事務局次長（佐藤・杉山・蔵原） 

 

業務部関係   競技委員長・審判委員長・指導普及委員長・強化委員長・技術統計委員長 

                                →  各主事へ連絡 

 

専門部関係   実業団部長・クラブ部長・ママさん部長・大学部長・高校部長・中学校部長・ 

小学生部長・ビーチバレー部長・ソフトバレー部長・ハンディキャップ部長・ 

ヤングクラブ部長 

→  各主事へ連絡 

 

 

  ２ 地区関係 （各地区事務局長から地区選出の関係者へ連絡する）             

 

      各地区事務局長       

 

       【 各地区の連絡網 】 

             → 地区関係者（地区協会副会長・副理事長等）       

              → 各地区関係の顧問／参与   

                      → 会長指名理事（東…東部協会、中…中部協会、西…西部協会） 

 

  ★ 各地区協会の連絡網については、各地区で別途作成し、連絡する 

 

 

 ３ 各業務部・専門部関係  （各業務部、専門部主事から下記関係者へ連絡する） 

 

     各委員長／各部長 → 主事  → 副委員長／副部長 

                → 関係委員会メンバー／関係部員 

 

 

 ４  事務局       

事務所住所   〒411-0942 

     駿東郡長泉町中土狩1111 

     三島殖産（株）秀峰寮内 ２棟２Ｆ 

     【祝日を除く、月・火・木・金  10時～15時】 
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  １ 各 種 会 議（平成２９年度報告） 

  （１）理事会 

    第１回  平成 29年６月 11日（日）  １３：３０～  レイアップ御幸町ビル 

      審議事項 

１）平成 29・30年度 理事 人事審議 

 

   第２回  平成 29年９月 11日（月）  １８：３０～     もくせい会館 

      報告事項 

１） 各業務部／専門部より（中間報告） 

２） 第３８回 東海ブロック大会 報告 

３） ヴィンテージ８`sについて 

４） 法人化検討委員会より 

５） 2018世界選手権役職について 

６） Ｖリーグについて 

 

   第３回  平成 29年 12月３日（日）  １５：００～     もくせい会館 

     報告事項 

１） 各業務部／専門部より（中間報告） 

２） 愛媛国体 報告 

３） ヴィンテージ８`s 報告 

４） 法人化検討委員会より 

   ５） 2018世界選手権について 

 

   第４回  平成 30年３月 10日（土）  １３：００～     もくせい会館 

     審議事項 

      １） 細則・規程の見直しについて 

       ・会長の定年制について 

       ・慶弔規程について 

     報告事項 

      １） 各業務部／専門部より（２９年度事業報告・３０年度事業計画） 

      ２） 協会事務職員 面接結果及び業務内容の精選について 

３） Ｖリーグの運営方法について 

４） 2018世界選手権 部長会について 

 

 （２）精 査／監 査 

    平成 28年度精査    平成 29年５月１日（月）１８：００～   もくせい会館 

      １）平成 28年会計報告 

      ２）平成 28年会計予算について 

     

    平成 28年度監査    平成 29年５月 22日（月）１８：００～ もくせい会館 

      １）平成 28年会計報告                                   

２）平成 28年会計予算について 
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 （３）三役会 

第１回  平成 29年 4月 24日（月）  １８：３０～  もくせい会館 

           審議報告事項 

１）今年度の日程確認（精査、監査、三役会、理事会、総会、Ｖリーグ） 

２）６月１１日理事会・総会の持ち方について 

３）法人化に伴う人選委員会について 

４）ＳＶＡのロゴマーク変更について 

５）天皇杯・皇后杯 県ラウンド抽選確認 

６）その他 

 

第２回  平成 29年６月４日（日）  １１：００～  このはなアリーナ 

      審議報告事項 

      １）法人化 理事候補選出について 

２）設立総会の持ち方について 

３）雇用契約書（案）について 

      ４）その他 

    

第３回  平成 29年８月 25日（金）  １８：３０～  もくせい会館 

           審議報告事項 

１）第３８回 東海ブロック大会 報告 

２）ヴィンテージ８`sについて 

３）第２回 理事会について 

４）法人化検討委員会より 

５）その他 

 

第４回  平成 29年 10月 24日（火） １８：３０～  もくせい会館 

           審議報告事項 

      １）愛媛国体 報告 

２）ヴィンテージ８`s 報告 

３）第３回 理事会について 

４）静岡新聞社・静岡放送 スポーツ賞候補者について 

５）雇用契約書に関する申合せについて 

６）その他 

 

第５回  平成 30年２月７日（水）  １８：３０～  もくせい会館 

           審議事項 

１）事務職員の面接の結果及び業務内容の精選について 

２）Ｖリーグの運営方法検討について 

３）第４回 理事会について 

４）細則の見直しについて 

           報告事項 

    １）審判委員会の日当について 

      ２）静岡新聞社・静岡放送 スポーツ賞 受賞結果（報告） 

      ３）（公財）日本バレーボール協会 功労者Ⅱ表彰受賞（報告） 

      ４）（公財）日本バレーボール協会 平成２９年度 功労者Ⅰ候補者の推薦 

      ５）（公財）日本バレーボール協会 次回功労者Ⅱ候補者 

      ６）平成２９/３０年期 総会について  ７）その他 
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第６回  平成 30年２月 13日（火） １８：３０～  もくせい会館 

      審議事項 

       １）事務職員の業務内容の精選について 

       ２）Ｖリーグの運営方法検討について 

       ３）細則の見直しについて 

４） その他 

 

第７回  平成 30年３月 10日（土） １０：００～  もくせい会館 

  審議事項 

１）事務職員の業務内容の精選について 

       ２）その他 

 

（４）人選委員会 

        平成 29年５月 16日（火）  １８：３０～  もくせい会館 
      議題 法人化役員人選について 

 

 

7



２ 事 務 局 
  

（１）事務局 
 
ア 事業報告 

① 東海９人制選手権大会      三重県 

  平成29年５月21日（日）     ＡＧＦ鈴鹿体育館 

東海連盟会議（理事長・理事・事務局長・競技委員長・審判委員長）５/２０ 

② 東海中学校総合体育大会バレーボール大会   静岡県 

 平成29年８月７日(月)・８日(火)         エコパアリーナ 

③ 国民体育大会第38回東海ブロック大会    静岡県 

平成29年７月23日(日)              ビーチ       大東ビーチスポーツ公園 

        平成 29年８月 19日(土)       少年        浜北総合体育館 

～20日(日）  少年・成年        浜北総合体育館 

 ※ 東海連盟会議（理事長・事務局長）  

④ バレーボールフェア 2017      

 平成29年８月26日(土)                 浜北体育館 
⑤  天皇杯・皇后杯全日本選手権大会東海ブロックラウンド   愛知県 

平成29年９月２日(土)・３日(日)            スカイホール豊田 
⑥ 第72回国民体育大会      愛媛県 
 平成29年10月６日(金)～９日(月)〈１種別〉         八幡浜市 
⑦ 第８回 全国ヴィンテージ８交流大会             静岡県 

        平成29年10月21日(土)・22日(日)            御殿場市民体育館他 
    ⑧  第27回ソフトバレーボール東海ブロックフェスティバル   静岡県 
       平成29年11月18日(土)・19日(日)            浜北総合体育館 
       ⑨ 第14回東海６・９人制クラブ男女選手権大会        静岡県 
       平成29年11月19日(日) ９人制男子            舞阪総合体育館 
       平成29年11月26日(日) ６人制男女・９人制女子      掛川さんりーな 

⑩ 東海連盟理事会・総会       愛知県・名古屋市 
平成29年12月16日（土） 

東海連盟会議（理事長・理事・事務局長・競技委員長・審判委員長・指導普及委員長） 
⑪ 2017／2018 Ｖ・プレミアリーグバレーボール男子大会                          

        平成29年11月18日(土)           三島市民体育館 
 平成29年12月 9日(土)・10日(日）     三島市民体育館 
 平成30年 1月20日(土) ・21日(日)     このはなアリーナ 
   

2017／2018 Ｖ・チャレンジリーグⅡバレーボール女子大会 
       平成29年11月4日(土)・5日(日)     浜北総合体育館      
       平成29年12月 9日(土)・10日(日)     浜北総合体育館 

平成30年 2月17日(土)                                  引佐総合体育館 
 

⑫ 総会         清水テルサ 
 平成30年６月10日（日） 
⑬ 各種会議設定                        
 総会・理事会・三役会 他 
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イ 活動方針 
     

① 堅実な事務局運営に心がける 
②  情報の共有化を推進する 
③ ホームページ活用による広報活動の充実 
④ 国際大会・東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等 誘致活動の推進 

    ⑤ 法人の円滑な運営 
         
ウ 事業計画（案） 

①  東海９人制選手権大会      愛知県 

  平成30年５月13日（日）     豊橋市総合体育館 

東海連盟会議（理事長・理事・事務局長・競技委員長・審判委員長）５/１２ 

②  東海小学生バレーボール大会          静岡県 

 平成30年７月29日(日)                アミューズ豊田 

③  国民体育大会第39回東海ブロック大会    岐阜県 

平成30年７月 8日(日)              ビーチ       長良川サービスセンター 

        平成 30 年８月 18 日(土)       少年        関市総合体育館 

～19日(日）  少年・成年        関市総合体育館 

 ※ 東海連盟会議（理事長・事務局長）  

④  バレーボールフェア 2018      

 平成30年８月25日(土)                 このはなアリーナ 

⑤   2018女子バレーボール世界選手権 浜松大会       静岡県 

       平成30年９月29日（土）～10月４日（木）        浜松アリーナ 

⑥  第３回東海ビーチバレーボール選手権大会         静岡県 

  平成30年10月 7日(日)予定                大東ビーチスポーツ公園 

⑦  第73回国民体育大会      福井県 

   平成30年９月９日(日)～11日(火)         ビーチ         小浜市 
    平成30年10月５日(金)～８日(月)〈４種別〉６人制         あわら市・坂井市 
⑧  天皇杯・皇后杯全日本選手権大会東海ブロックラウンド   三重県 

平成30年10月20日(土)・21日(日)            三重交通Gスポーツの杜 
    ⑨   東海連盟理事会・総会       静岡県・浜松市 

平成30年12月15日（土） 
東海連盟会議（理事長・理事・事務局長・競技委員長・審判委員長・指導普及委員長） 
 

⑩ 2018／2019 ＶリーグⅠ バレーボール男子大会                             
                                三島市民体育館 

                   このはなアリーナ 
                   このはなアリーナ 
                       三島市民体育館 

                    このはなアリーナ 
 
2018／2019 ＶリーグⅡ バレーボール女子大会 

                   浜北総合体育館  
     浜北総合体育館 
     浜北総合体育館 
     浜北総合体育館 
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⑪ 総会        もくせい会館（予定） 

 平成31年６月９日（日） 
 

⑫ 各種会議設定                        
 総会・理事会・三役会・人選委員会 他 

 

（２）広報部 
 

ア 事業報告 

①  ホームページ（以下HP）の運営 

1 サーバー管理会社変更と協会ドメインの変更 

2 県協会主催の各専門部試合結果の掲載 

3 県代表チームの大会結果掲載 

4 各業務部・専門部・委員会からのお知らせ掲載 

5 サポート会員・サポート企業バナーの掲載 

6 Vリーグ観客動員のための案内掲載 

7 その他、協会からの連絡事項掲載 

 

②  「2016年度volleyball Annual SHIZUOKA」の編集・電子版発行 

1 平成28年4月～平成29年3月までの大会記録の掲載 

 

③ 各専門部県大会、講習等の記録撮影 

 

イ 活動方針 

① ホームページの活用 

1 専門部・業務部の有効利用 

2 県協会からの情報発信 

 

ウ 事業計画（案） 

①  ホームページの有効利用 

1 法人化に対する電子公告公開ページの制作と公開 

2 各専門部の大会結果・大会の様子等の情報掲載 

3 各業務部からのお知らせ掲載 

4 各種研修会の参加者受付フォーム制作 

5 迅速な情報発信 

6 サポート企業バナー、サポート会員の募集と掲載 

7 世界選手権、Vリーグ等、観客動員のための案内掲載 

 

②  「2017年度volleyball Annual SHIZUOKA」の編集・電子版発行 

1 平成29年4月～平成30年3月までの大会記録 

 

③ 各専門部県大会、業務部講習会等の記録撮影 
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Ⅰ  大会開催に関わる自治体補助金交付申請手続等の簡易マニュアル 

 

１．世界・全国・東海大会等が静岡県内にて開催されることが決定された場合、直ちに県協会（三役会等）

に連絡し、了解を得るとともに事前に県及び関係市町へその旨報告し次年度の予算化を依頼する。 

なお、県及び関係市町によっては提出書類等が多少異なるので充分意見を聞き、連絡を密にする。 

★ 県及び市町自治体の次年度予算編成時期は、それぞれの自治体によって相違はあるが、８月～10

月頃を目安として依頼し、指示を仰げば良いと思われる。 

  ★ この依頼時期に必要事項として少なくても「大会名・大会規模・開催場所・補助金要望額」等開

催概要がわかる書類（大会要項等）及び説明できる者が連絡後対応。 

   ★ 県補助金の場合は、大会開催等がわかり次第、事前協議し｢全国規模大会事業費助成希望調査｣を 

提出。 

２．交付申請（県及び各市町は、申請書受付は年度の初めが主である。） 

  ★ 県及び市町の次年度予算の確定は、２月議会後・３月中旬頃に議決されることから、補助金可否

の応答がこの時期にあると思われる。 

  ★ 交付申請に関わる書類（必要事項を記載） 

    ◇交付申請書 

    ◇事業計画書 

    ◇収支予算書 

３．交付決定 

  ★ 交付決定は、交付申請後約１カ月前後で申請者宛送付される予定。 

４．実績報告書（実績報告書は、事業終了後速やかに提出する。） 

  ★ 実績報告に関わる書類（必要事項を記載） 

    ◇実績報告書 

    ◇事業実績書（大会結果や記録など含む） 

    ◇収支決算書 

５．県及び関係市町の補助金支払は、種類提出完了後２ケ月から年度末及び出納閉鎖５月末。 

６．補助金依頼及び各種書類提出・問合わせ先 

  ★ 県補助金・・・・・〒420-8601  静岡市追手町９番６号      TEL: 054-221-3177 

              静岡県文化・観光部スポーツ局 スポーツ振興課 スポーツ振興班 

  ★ 市町補助金・・・・各市町教委等  体育・スポーツ関係課 

７．補助金申請等のフロー 

 

Ⅱ   静岡県教育委員会の後援申請に関わる注意事項について 

１．継続事業でも必ず毎年申請してください。 

２．県協会事務所から県教育委員会に提出をしますので、必ず連絡をしてください。報告書も同様です 

  提出書類をメールで県協会事務所へ → 事務所で印刷、押印、提出 

３．後援の許可が下りる前に開催要項を配付又は、ＨＰ等へ掲載する場合は必ず(案)を入れてください。 

事前協議→申請書提出→交付決定→事業終了後実績報告書・請求書提出→補助金歳入 
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平成２９年度　静岡県バレーボール協会チーム登録数 （平成30年　3月20日）

東　　　部 中　　　部 西　　　部 合計

男 10 4 5 19

女 0 0 1 1

10 4 6 20

男 7 4 6 17

女 4 3 4 11

11 7 10 28

男 2 4 3 9

女 3 5 3 11

合計 5 9 6 20

男 30 22 27 79

女 37 35 32 104

合計 67 57 59 183

男 56 32 39 127

女 89 68 77 234

合計 145 100 116 361

男 14 6 9 29

女 30 33 38 101

合計 44 39 47 130

0 0 0 0

男

女

合計

男 7 10 2 19

女 12 20 1 33

合計 19 30 3 52

323 284 272 879

301 246 247 794

※　高専チームは大学部へ登録してあります

358

85

ママさん

大　　   　　学

高　　　 　　校

中    学    校

小  　学　  生

3,620

7,785

2,929

性　　　別

チーム数

地区協会別登録チーム数

実　  業   　団

ク  　 ラ   　ブ

専門部

個人登録

選手数

(男女合計)

410

674

※　地区協会還元金にはソフトの数を含めていません

ソフトバレー

ヤングバレー

合計

地区協会還元金

22 38 25

1229

947
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（一社）静岡県バレーボール協会登録に関する事項 

 

（１）登録方法 

平成３０年度県協会に登録するチームは次の要領に従って正しく登録事務を完了されたい。なお、県

協会へ登録したチームは、地区協会に自動的に登録されたものとみなされ、地区協会に登録料の一

部が還元される。 

 

① 実業団 

   日本協会のホームページ（http://jvamrs.jp/）からチーム登録および個人登録の手続きを完了すること。 

チーム登録料２２，０００円、個人登録料２，０００円/人とする。大会参加料（大会要項に記載。要項のな

い大会は７，０００円） 

チーム登録料・大会参加料は下記実連指定口座に振込むこと。 

個人登録料は登録時の指示に従い納入すること。 

実連指定口座：静岡銀行 掛川支店（普）０８０７９９４ 

               静岡県実業団バレーボール連盟 事務局 大場豊久 

詳細は実連ホームページ（http://www2.wbs.ne.jp/~sjvolley/）を確認のこと。 

 

② クラブ 

  ＪＶＡ－ＭＲＳからチーム登録及び個人登録の手続きを完了すること。 

チーム登録料２２，０００円、JVA 個人登録料２，２００円とする。 

チーム登録料２２，０００円は下記口座へ振り込むこと。 

【振込名】チーム名で振込して下さい。 

     振込口座 ゆうちょ銀行 店名：二三八(ニサンハチ) 

         店番：２３８ 口座番号：（普通）５００６８４３ 

     口座名義 増田和久（マスダカズヒサ） 

     ※振込手数料は、チームでご負担をお願い致します。 

・ＭＲＳの写し・登録料振り込み領収書コピーを下記へ 

〒４２４－０８７８  静岡市清水区御門台２３－１２  増田和久 あて 

問合わせ先 k-masuda@sva-shizuoka.or.jp 

 

③ 大学 

日本協会のホームページからチーム登録および個人登録の手続きを完了すること。 

チーム登録料 22,000円、JVA個人登録料1,800円とする。 

チーム登録料は、５月末日までに下記へ 

〒 422-8581 静岡市駿河区弥生町6-1 常葉大学 高根信吾  あて 

 

④ 高校 

日本協会のホームページからチーム登録および個人登録の手続きを完了すること。 

チーム登録料３０,０００円 ＪＶＡ個人登録料１,２００円とする。 

チーム登録料は、高校総体地区大会までに所定の手続きにより納付すること。 

※登録に関する問い合わせは、県高体連登録担当 井出和久（沼津東高校）まで 
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⼭梨　寿久



15

E-mail  info@sva-shizuoka.oe.jp



競技委員会 
ア 事業報告 
① 2017／2018 Ｖプレミアリーグ男子大会への参画  
（三島大会 11月 18 日、12 月 9 日～10 日、静岡大会 1 月 20 日～21 日） 

② ＶチャレンジリーグⅡ女子大会への参画（浜松大会11月4日～5日、  12

月 9日～10日、2月 17日） 
③ 各種大会の開催および参画 
１） 天皇杯・皇后杯静岡県ラウンドの開催および参画（6月 25日） 
２） 東海ブロック国体への参画（ビーチ 7 月 23 日、インドアー8 月 19

日～20日） 
３） 第８回全国ヴィンテージ８’ｓ交流大会への参画（9月 20日～22日） 
４） 各専門部大会への参画 

④ 各種会議の開催および参画 

１） 競技委員研修会 
２） 競技委員会および研修会 
３） 全国および東海競技委員長会議 
４） 各専門部会議および研修会への参画 

⑤ ワールドグランドチャンピオンズカップ 2017 名古屋大会への視察（9 月
10日） 

⑥ 競技会参加の指標作成および大会用競技用紙の作成 
⑦ 優先予約一括代行業務（このはなアリーナ、県武道館、エコパアリーナ） 
⑧ 平成３０年度競技日程（案）の作成 
⑨ 各業務部との連携 
⑩ 大会競技用具の点検・整備 

 
イ 活動方針 
１．世界選手権大会開催への協力 

 ２．新ＪＶＡＭＲＳの熟知と活用 
 ３．各専門部との連携および提携の強化  

 
ウ 事業計画（案） 
① 2018／2019 ＶＬＥＡＧＵＥ Ｖ１男子大会への参画  
② 2018／2019 ＶＬＥＡＧＵＥ ＶⅡ女子大会への参画 
③ 2018女子世界選手権浜松大会への参画 （9月 29日~10月 4日） 
④ 各種大会の開催および参画 
⑤ 各種会議の開催および参画 
１） 競技委員会および研修会 
２） 全国・東海競技委員長会議 
３） 各専門部会議および研修会への参画 

⑥ 競技会参加の指標作成および大会用競技用紙の作成 
⑦ 優先予約一括代行業務（このはなアリーナ、県武道館、エコパアリーナ） 
⑧ 平成３０年度競技日程（案）の作成 
⑨ 各業務部との連携 
⑩ 競技委員会組織の充実（各地区・各専門部） 
⑪ 大会競技用具の点検・整備 
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（２）審判委員会 

ア 事業報告 

① トピックス 

・石井一光、鷲山麻由子、尾鷲和哉の３名が９月１日付けで日本協会公認Ａ級候補審判員

に認定 

・池谷英丈、畔柳英典の２名が９月１日付けで日本協会公認特別Ａ級候補審判員（ビーチ）

に認定 

・山下泰晴、道下里紗の２名が１１月１日付けで日本協会公認特別Ａ級候補審判員（９人

制）に認定 

 

② 県内、県外大会への審判員派遣及び講習会、研修会への参加 

４月 ・東海Ａ級審判員研修会  渡邊、後藤他計２１名  三重県 

５月 ・ラインジャッジクリニック  鷲山、道下   大阪府 

・Ｂ級審判員研修会（９人制） 山下、道下   大阪府 

・東海９人制選手権  熊谷    三重県 

６月 ・東海高校総体   富田    三重県 

７月 ・Ｖサマーリーグ   増岡    鹿児島県 

 ・中部日本総合   佐藤、八木、石井、鷲山  福井県 

・東海小学生大会   八木    愛知県 

・全日本クラブカップ９人制女子 笠原瑞    長野県 

８月 ・全日本小学生   八木、小野田、小島  東京都  

・Ａ級審判員審査会   石井、鷲山、尾鷲   大阪府 

 ・Ａ級審判員審査会（ビーチ）  池谷、畔柳   神奈川県 

 ・ビーチバレージャパンカレッジ 辻知    神奈川県 

 ・全日本中学生   小川、鈴木   宮崎県 

 ・東海実業団選手権大会  道下    岐阜県 

９月 ・天皇皇后杯ブロックラウンド 増岡、小島、八木   愛知県 

１０月 ・全日本総合男子選手権  竹上    京都府 

 ・Ａ級審判員審査会（９人制） 山下、道下   大阪府 

１１月 ・全日本総合男子選手権  山下、道下   大阪府 

 ・全国社会人東ブロック大会 笠原隆、竹上、芹澤他  岐阜県 

１２月 ・全日本大学選手権  増岡、小島    東京都 

３月 ・東海高校選抜   片井、尾鷲   三重県 

 ・全国６人制伝達講習会    渡邊、佐藤、辻知、増岡他  東京都 

 ・全国９人制伝達講習会    渡邊、熊谷他   大阪府 

  ・全国ビーチバレー審判講習会 辻知、池谷、畔柳   神奈川県 

通期 ・Ｉスクール，Ｖリーグ特別審判員 増岡 

・９人制スクール   竹上 

    ・ビーチ審判員研修会  畔柳、池谷 

③ 県内審判講習会の実施 

４～５月 ・各専門部において２９年度伝達講習会 

７月 ・ビーチ２９年度伝達講習会 

８月 ・委員会主催による資格取得講習会、研修会 

８～１１月 ・Ｖリーグに向けたラインジャッジ研修会 

通期 ・Ｓスクール開催 
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④ 各大会の審判部門の運営 

７月 ・東海ブロック国体ビーチ   大東ビーチスポーツ公園 

８月 ・東海中学総体    エコパアリーナ 

・東海ブロック国体   浜北グリーンアリーナ 

９月 ・天皇皇后杯ブロックラウンド  掛川さんりーな 

１０月 ・東海ママさん選手権   エコパアリーナ 

１１月 ・東海クラブ選手権   舞阪総合、掛川さんりーな 

１１～１月 ・Ｖプレミアリーグ男子   三島市民体育館他 

１１～２月 ・ＶチャレンジリーグⅡ女子   浜北グリーンアリーナ他 

 

 

イ 活動方針 

「世界選手権大会開催成功に向けての研修」 

「組織の強化と拡大」 

「各専門部・カテゴリーとの連携」 

 

 

ウ 事業計画案 

① 世界選手権成功に向けて 

・審判、コートオフィシャル等を含めた特別研修会の実施 

② 組織の確立と連携 

・審判委員会（年４回予定）を開催し、情報の共有と協力体制を整える 

③ 審判技術の向上と審判員の育成 

・全国伝達講習会、ブロック講習会を受けた講習会の実施 

・県審判資格取得講習会の実施（８月２５，２６日を予定） 

・ルールの正確な解釈と適用を重視した教育の実施 

・次期Ａ級審判員候補者の養成、若手審判員の発掘と育成 

・Ｖリーグ、世界選手権へ向けたラインジャッジ講習会の実施 

 

18



（３） 指導普及委員会 

ア 事業報告 

№ 事      業      名 開催期日 会 場 等 

１ バレーボール指導初心者を支援する会 随時 随所 

２ 小学校体育科教材「ソフトバレーボール」指導法研修会 随時 随所 

３ (公財)日本体育協会公認上級コーチ養成講習会（共通科目） ４月～２月 東京都 他 

４ (公財)日本体育協会公認コーチ養成講習会（共通科目） ４月～２月 東京都 他 

５ 全国小学生バレーボール指導者 一次研修会 ５／20～21 他 埼玉県 他 

６ 全国小学生バレーボール指導者 二次研修会 ９/23～24 他 北海道 他 

７ 全国小学生バレーボール指導者 三次研修会 11／４～５ 他 長崎県 他 

８ 静岡県地域スポーツ指導者協議会役員会 ５，９，３月 静岡市 

９ (公財)ＪＶＡ公認ソフトバレー・マスターリーダー養成講習会 ６／24～25 大阪市 

10 (公財)日本体育協会公認指導員養成講習会（専門科目） ７/29～８/５ 藤枝市 

11 (公財)日本体育協会公認上級コーチ養成講習会（専門科目） ８／４～６ 東京都 

12 (公財)日本体育協会公認コーチ養成講習会（専門科目） ８／４～８ 東京都 

13 全国大学バレーボール部員対象 (公財)日本体育協会公認 

指導員（専門教科）資格取得講習会 

８／５～８ 

８／６～９ 

東京都 

大阪府 

14 全国中学生バレーポール指導者研修会 ８／26 他 静岡県 他 

15 (公財)ＪＶＡ公認講師、(公財)日体協公認指導者研修会 
８／19～20 

３／１７ 

大阪府 

東京都 

16 第２０回全国ヤングバレーボールクラブ交流大会 ９／23～24 大阪府 

17 平成 29年度静岡県バレーボール指導者研修会 〔兼(公財)

日体協公認指導者資格更新義務研修会〕 
 ９／23～24 磐田市 

18 JVA ゴールドプランアシックス・ミズノバレーボール教室  12／２ 藤枝市 

19 東海バレーボール連盟指導普及委員長会議 12／16 愛知県 

20 平成 29年度第１回静岡県スポーツ指導者研修会〔兼(公財)

日本体育協会公認資格更新研修会〕 
12／17 静岡市 

21 (公財)ＪＶＡ公認講師認定講習会 12／９～10 東京都 

22 平成 29年度第２回静岡県スポーツ指導者研修会〔兼(公財)

日本体育協会公認資格更新研修会〕 
２／10 静岡市 

23 (公財)日本バレーボール協会全国指導普及委員長会議 ２／24～25 東京都 
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イ 活動方針 

１ 他の業務部・専門部・地区協会や関連団体等と連携し、各種事業の円滑な推進。 

２ 強化委員会と連携し、競技者拡大・指導者育成を中心に、『普及と強化』を図る。 

ウ 事業計画（案） 

№ 事      業      名 開催期日 会 場 等 

１ バレーボール指導初心者を支援する会 随時 随所 

２ 小学校体育科教材「ソフトバレーボール」指導法研修会 随時 随所 

３ (公財)日本スポーツ協会公認上級コーチ養成講習会（共通科目） ４月～２月 東京都 他 

４ (公財)日本スポーツ協会公認コーチ養成講習会（共通科目） ４月～２月 東京都 他 

５ 静岡県地域スポーツ指導者協議会役員会 ５，９，３月 静岡市 

６ 【競技者拡大プログラム】アンダー１０キッズ交流バレーボール大会 ５月～２月 静岡県 他 

７ (公財)ＪＶＡ公認ソフトバレー・マスターリーダー養成講習会 ６/30～７/１ 沼津市 

８ 全国小学生バレーボール指導者 一次研修会 6/30～7/1 他 山口県 他 

９ (公財)日本スポーツ協会公認指導員養成講習会（専門科目） ７／14～28 藤枝市 

10 (公財)日本スポーツ協会公認上級指導員養成講習会（専門科目） ８／４～12 藤枝市 

11 (公財)日本スポーツ協会公認上級コーチ養成講習会（専門科目） ８／４～６ 東京都 

12 (公財)日本スポーツ協会公認コーチ養成講習会（専門科目） ８／４～８ 東京都 

13 全国大学バレーボール部員対象 (公財)日本スポーツ協会

公認指導員（専門教科）資格取得講習会 

８／４～７ 

８／12～15 

東京都 

大阪府 

14 全国中学生バレーポール指導者研修会 ８月～２月 ９ブロック予定 

15 【競技者拡大プログラム】中学生ビギナーバレーボール大会 ８月～ 10 ブロック予定 

16 (公財)ＪＶＡ公認講師、(公財)日本スポーツ協会公認指導者研修会 
８／25～26 

３／16 

大阪府 

東京都 

17 第２１回全国ヤングバレーボールクラブ交流大会 ９／22～23 大阪府 

18 全国小学生バレーボール指導者 二次研修会 ９／29～30 他 和歌山県 他 

19 全国小学生バレーボール指導者 三次研修会 ９／22～23 他 北海道 他 

20 平成 30年度静岡県バレーボール指導者研修会 〔兼(公財)

日本スポーツ協会公認指導者資格更新義務研修会〕 
 ９月下旬 県東部地区 

21 (公財)ＪＶＡ公認講師認定講習会 12／８～９ 東京都 

22 東海バレーボール連盟指導普及委員長会議 12／15 静岡県 

23 平成 30年度第１回静岡県スポーツ指導者研修会〔兼(公財)

日本スポーツ協会公認資格更新研修会〕 
12／16 静岡市 

24 平成 30年度第２回静岡県スポーツ指導者研修会〔兼(公財)

日本スポーツ協会公認資格更新研修会〕 
２／９ 静岡市 

25 (公財)日本バレーボール協会全国指導普及委員長会議 ２／23～24 大阪府 
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（４） 強化委員会   

ア 事業報告 

１ 東海ブロック国体および愛媛国体の結果  

競技別男女総合成績（天皇杯）  （ ４０点 １５位） 

①  第３８回東海ブロック（愛知）大会 競技結果 

 ＜成年男子（東レ）＞  

トーナメント戦  第１位    １回戦  静岡県 ３－０ 愛知県        

   決勝戦 静岡県 ３－０ 岐阜県  代表県 静岡県 

 ＜成年女子（ブレス浜松）＞  

トーナメント戦  第３位   １回戦 静岡県 ２－３岐阜県   代表県 愛知県 

＜少年男子（静岡選抜）＞  

リーグ戦 第４位(０勝３敗)    静岡県 ０－２ 三重県 

静岡県 ０－２ 岐阜県 

静岡県 ０－２ 愛知県   代表県 三重県・岐阜県 

＜少年女子（静岡選抜）＞  

リーグ戦 第４位（０勝３敗）    静岡県 ０－２ 愛知県 

静岡県 ０－２ 三重県 

静岡県 ０－２ 岐阜県   代表県 愛知県・三重県 

        

＜ビーチ男子（鈴木・佐藤 組）＞ 

              リーグ戦 第３位（１勝２敗）   静岡県 22－28 三重県 

                                  静岡県 28－23 愛知県 

静岡県 24－28 岐阜県   代表県  愛知県 

          ＜ビーチ女子（鈴木・土屋 組＞ 

                   リーグ戦 第３位（１勝２敗）  静岡県  28－30  岐阜県 

                                  静岡県  28－15  三重県 

                                  静岡県  25－28  愛知県  代表県 愛知県 

 

②  第７２回 愛媛国体 競技結果 

  ＜成年男子（東レ）＞ 第３位     １回戦    静岡県  ３－１ 愛媛県（選抜）        

                                  ２回戦    静岡県  ３－１  福岡県（選抜） 

                                  準決勝    静岡県  ０－３ 東京都（ＦＣ東京） 

３位決定戦  静岡県  ３－０  大阪府（大塚クラブ） 
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２ 競技力向上対策事業の実施 

国体強化事業の実施 

          成年男子は東レが優勝を目指し、チーム強化を行った。 

成年女子はブレス浜松が年度当初から、遠征等を繰り返し、強化を図った。 

少年種別は男女とも７月からほぼ毎週合宿練習や県外遠征を実施し、強化を図った。 

            しずおか型ジュニア強化システム（トレーニングセンター方式）事業を例年通り実施した。

（中学校部・高校部） 

① 小学生  

・全日本小学生大会東海大会（７月） 

             ＜男子＞  清 水： ３ 位        深 山： １ 回 戦 

                      ＜女子＞ 小笠北：１ 回 戦     袋井北： ３ 位 

       ・全日本小学生大会全国大会（8 月）  

           ＜男子＞ 青島   ： 予選敗退     ＜女子＞ Fuji ： 予選敗退  

・県内優秀チーム（５年生対象）強化練習会 

  各地区男子２チーム、女子４チームで実施(12 月) 

・トレセン事業（６年生対象） 

            東・中・西部各地区で事業活動（1１月から２月） 

            トレセン交流  各地区男子２チーム、女子３チームにて開催(２月) 

         中部地区で中学生トレセン３チームと小学生トレセン３チーム交流会を実施（１月） 

・指導者講習会    東・中・西部各地区で実施（通年） 

② 中学校 

           ・静岡選抜チーム強化 

              本県で開催された東海ブロック強化合宿（10 月）などで、強化を図った。 

ＪＯＣカップ ＜男子＞   予    選    静岡県 １－２ 宮城県  

静岡県 ２－０ 和歌山県  

                                    決勝 T １回戦   静岡県 ２－１ 大阪南 

                                 ２回戦   静岡県 １－２ 埼玉県   

                      ＜女子＞   予選敗退    静岡県 ０－２ 岡山県 

静岡県 １－２ 兵庫県 

                            決勝 T １回戦   静岡県 １－２ 北海道 

       ・ジュニアトレセン事業の実施 

              地区トレセン  11月から各地区で実施。各地区とも３回以上実施した。 

                        ヤングクラブ部のみに所属する生徒の招聘方法を確認した。 

              県トレセン（11／25） 会場：（男子）清水桜が丘高校    （女子）駿河総合高校 

                                    ＪＯＣ県選抜チームを高校生の地区選抜チームと対戦させ、レベル

の高い試合を経験させた。 
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③ヤングクラブ 

・強化練習会の実施 

             男子：12 月に東伊豆にて強化練習会を兼ねた交流会を実施 

             女子：5 月～6 月にかけ、ヤング選抜の強化練習会を実施 

・天皇杯・皇后杯静岡ラウンドにチーム派遣（6／25） 

        ＜男子 天皇杯＞ 1 回戦 藤枝リアン ０－２ 清水桜が丘高校 

        ＜女子 皇后杯＞ 1 回戦 ヤング選抜 ０－２ 栄クラブ 

     ・全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会(9／23・24) 

        ＜U-14男子＞ 2 部準優勝：藤枝リアン 

        ＜U-19男子＞ 準優勝：UNION U-19 

④ 高校生 

           ・国体強化   

地区トレセンを経て県トレセンで選手を選抜し、県選抜チームを編成。 

７月から短期間のうちに遠征及び強化合宿を繰り返し実施したが、男子は予選敗退、

女子は本大会出場も得点には結びつかなかった。 

・しずおか型ジュニア強化システム（トレーニングセンター方式）事業を男女で実施。            

＜地区トレセン＞ 

東・中・西部の各地区で優秀選手を 30名程度選出し、３～４回実施。第２回及び第

３回県トレセンにむけて各地区選抜チームを編成した。 

 ＜ 県トレセン ＞   

第１回 前年度第３回県トレセンの優秀選手を中心に県選抜候補を 30 名程度選

出して強化練習会を実施し、その中から最終的に 12 名の国体選手を選

抜した。                                          （６／10・11） 

第２回 地区トレセンで構成された各地区選抜チーム（18 名）及び中学ＪＯＣ静岡

選抜チームを交えて試合形式の練習会を行った。          (11／25) 

第３回 地区トレセンで構成された各地区選抜チーム（14 名）を再編成し、大学

県優勝チームを交えて強化練習会を実施した。          （２／24） 

     男子：日本大学国際関係学部  女子：静岡産業大学磐田キャンパス 

  

★高校・中学校・ヤングの交流会の実施  (9/17)湖西アメニティプラザ 

   男子 高 校：聖隷クリストファー高校 

       中 学：ＪＯＣ静岡選抜 

             ヤング：藤枝リアン・富士サイプレス           

         女子 一 般：ブレス浜松            

             中 学：ＪＯＣ静岡選抜 

             ヤング： 櫻駿バレーボールクラブ・栄クラブＳ-ジュニア                       
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       ⑤ 成 年 

 

・６人制国体強化     

          ＜男子＞ 東レが単独チームで出場。決勝で JTに敗れ、惜しくも準優勝だった。 

            ＜女子＞ 本県唯一の実業団チーム、V チャレンジⅡ部のブレス浜松が出場した。  

同Ⅰ部 JAぎふには僅かに及ばなかったが、確実に強化が進んでいる。 

    

⑥ビーチバレーボール   

・国体強化 

男子は、愛知県と三重県が２勝１敗で並んだが、得点率で愛知県が代表権を獲得した。静

岡県は１勝２敗の３位だったが、その１勝を愛知県から取ったことは、大きな成果となった。 

          女子は、愛知県が３勝し、代表権を獲得した。静岡県は、１勝２敗の３位。初戦の岐阜県との

試合では、大接戦の末、２８－３０で惜しくも敗れはしたが、実力差はなく、初戦に勝利できて

いれば波に乗れていたように思う。最終戦の愛知県とも２５－２８と接戦を演じての敗戦。愛知

が３勝したものの、愛知、岐阜、静岡の３県の差はなく、女子も次年度は代表権獲得が期待さ

れる。 

           

       ⑦ 県推進事業 強化申請選手   

★2020東京オリンピック「ふじのくに」スポーツ推進事業 強化選手 

              佐藤 亮太 （KBSC（川崎ビーチスポーツクラブ）） (日本ランキング 12 位（H30/2))  

第 31 回ビーチバレージャパン 5 位（静岡県代表）   

CBVA（カルフォルニア大会）優勝・ 

酒井 啓輔 （筑波大学３年）    U-23アジア選手権日本代表選手に選出 

              中野 祐希 （日本体育大学２年） U-23アジア選手権日本代表候補 
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イ 活動方針 

イ 活動方針 

１ 平成２９年度の反省をふまえ、第７３回国体（福井県）の上位入賞を目指し、強化を図る。 

  正式競技２年目のビーチバレーボールの強化にも力を入れる。 

２ 競技力向上事業を効果的に活用し、強化の充実を図る。 

３ 特に小学生・中学校部及び高校生に対するトレセン事業、講習会等を充実させ、競技参加児

童・生徒数の増加と競技力強化、選手育成、並びに指導者の養成を図る。 

４ 国体成年男女については、東レとブレス浜松に出場依頼をし、強化に協力する。 

５ ２０１９年度から正式競技化される予定のビーチバレー少年種別の強化を推進する。 

６ 指導普及委員会との連携体制を構築し、ジュニアをはじめとする競技人口の拡大と人材発掘、  

指導者育成及び県全体の競技力の強化を長期的な視野を持って進める。 

 

ウ 事業計画案  

１ 小学生 

     ・優秀チームの強化練習会（５年生対象 12 月） 

  ・トレセン事業     東・中・西部地区ごとに事業活動（10 月～３月）    

  ・指導者講習会    東・中・西部地区ごとに事業活動（通年） 

 

２ 中学校部 

    ・ジュニアトレセン事業の充実（男子は U14 女子はトレセン県交流会を実施） 

    ・ＪＯＣカップ出場チームの強化（下級生チームの編成等、複数年での強化を検討） 

    ・高校と合同でジュニアトレセンを実施（11／23（金）予定） 

 

３ ヤングクラブ 

・強化練習会（女子 5～6 月、男子 12 月） 

  ・天皇杯・皇后杯派遣チームの強化 

  ・ヤングバレー全国大会出場チームの強化（JOC静岡県選抜、高校生等との交流試合） 

※中学・ヤング交流会（中学 JOCとヤング全国大会出場チームの交流会）9/17吉田町総合体育館 

 

４ 高校生 

       ・国体強化 

         男女とも地区トレセン（４回程度）、県トレセン（３回）の事業を充実させ、県選抜チームを編成

し、強化を図る。 

       ・ジュニアトレセン事業及び競技力向上対策事業の活用と充実     
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５ 成 年 

      ・６人制国体強化 

       男子 東レアローズの選手を中心に「ふるさと制度」使って、大学生等でチームを編成する。 

女子  ブレス浜松に出場を依頼し、できる限りのサポートをする。 

      ・９人制強化 

         国体種目から外れたが、県内のレベルは高い。強化を継続する。 

       全日本総合選手権、クラブカップ、実業団選手権で上位入賞を目指し、強化を図る。 

    

 ６ ビーチバレーボール 

   ・練習会の実施（県内ビーチスポーツ施設又は県内海岸にて県内選手を招集し実施） 

・県外遠征（JVAツアー、サテライト大会、県外での JBV 公認大会への参加） 

・ビーチバレーボール指導者講習会への参加 

・ビーチバレーボール審判講習会への参加 
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（５）技術統計委員会 

ア 事業報告 

① 各種大会における技術統計部門の運営 

・ ６月 ４日（日） 高校部 高校総体（決勝）       会場：このはなアリーナ 

・１１月 ４日（土）・ ５日（日）Ｖリーグ(チャレンジⅡ)   会場：浜北総合体育館 

・１１月１２日（日） 高校部 全日本選手権大会（決勝）   会場：このはなアリーナ 

・１１月１８日（土）Ｖリーグ(プレミア)            会場：三島市民体育館 

・１２月 ９日（土）・１０日（日）Ｖリーグ（プレミア）    会場：三島市民体育館 

Ｖリーグ（チャレンジⅡ） 会場：浜北総合体育館 

・１月２０日（土）・２１日（日） Ｖリーグ（プレミア）    会場：このはなアリーナ 

・２月 ４日（日）  高校部 県新人戦 県大会（決勝）   会場：このはなアリーナ 

 

② 技術統計判定員認定講習会・各種大会に向けた研修会 

・上級判定員講習会兼スキルアップ講習 ４月 ９日（日） 会場：Ｖ機構会議室 

・ＪＶＩＭＳスーパーバイザークリニック  ７月２３日（日） 会場：Ｖ機構会議室 

・技術判定員認定講習会（大学生・一般） ８月１２日（金・祝） 会場：このはなアリーナ 

・ＶリーグＪＶＩＭＳ及びＪＮＳＳ研修会  １０月１５日（日） 会場：掛川工業高校 

・技術統計判定員資格取得講習会 ２月 ４日（日）  会場：このはなアリーナ  

・国際大会用ＶＩＳ研修会  ３月１１日（日） 会場：磐田西高校 

 

イ 活動方針 

・国内競技会及び国際大会における各種帳票の作成 

・国内および国際大会で活躍できる技術統計員の養成と事業の推進 

・世界大会にて業務できる上級判定員取得者の増員 

・各メディアに対し安定した試合情報の提供 

・ネットワークを中心とした通信技術の修得、または、通信技術者の育成・発掘 

 

ウ 事業計画案 

③ 各種大会における技術統計部門の運営 

・６月 ３日（日） 高校部 高校総体（決勝）   会場：このはなアリーナ 
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・ ９月２９日～１０月４日 世界選手権Ｄサイト  会場：浜松アリーナ 

・                  Ｖリーグ(東レ)  会場：三島市民体育館 

・１１月１１日（日） 高校部 全日本選手権大会（決勝） 会場：このはなアリーナ 

・                  Ｖリーグ(東レ)  会場：このはなアリーナ 

Ｖリーグ（ブレス浜松）  会場：浜北総合体育館 

・                V リーグ（ブレス浜松）       会場：浜北総合体育館 

・                 Ｖリーグ（東レ）  会場：このはなアリーナ 

Ｖリーグ（ブレス浜松）  会場：浜北総合体育館 

・                Ｖリーグ（東レ）  会場：三島市民体育館 

・２月１１日（月・祝）  高校部 県新人戦 県大会（決勝） 会場：このはなアリーナ 

・                 V２女子ファイナル６       会場：浜北総合体育館 

・                 V１男子ファイナル６  会場：このはなアリーナ 

④ 技術統計判定員認定講習会 

・ＶＩＳ総合研修    ４月７日（土） 会場：刈谷市産業振興センター 

・上級判定員兼スキルアップ講習会  ４月８日（日） 会場：刈谷市産業振興センター 

・ＪＶＩＭＳスーパーバイザークリニック  ７月中  会場：Ｖ機構会議室 

・技術判定講習会（大学生）  ８月１１日（土）  会場：静岡産業大藤枝校舎 

・技術統計判定員資格取得講習会   実施未定 

 

⑤ 各種大会に向けた講習会 

・世界選手権浜松大会ＶＩＳ研修会 ８月２６日（日） 会場：富士高校（予定） 

・ＶリーグＪＶＩＭＳ及びＪＮＳＳ研修会  １０月２１日（日） 会場：富士宮西高校（予定） 
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４ 専門部 

  （１）実業団部 

ア 事業報告 

１ 事務局 

（１）評議員総会の開催（3/11） 

（２）常任理事会の開催（3/3） 

（３）三役会（開催なし） 

（４）日本実業団連盟評議員総会への出席（4/23 東京） 

（５）平成 29年度主管大会の運営（プログラム作成、大会役員・競技委員委嘱他） 

（６）ホームページの運用 

（７）県実業団リーグ戦、主管大会プログラムへの広告募集、掲載 

 

     ２ 競技委員会 

（１）登録手続き（ＭＲＳでのＪＶＡ登録：男子１９、女子１） 

（２）主管大会の運営 

①第 70回東海 9人制選手権大会静岡県予選大会 4/23 さんりーな 

男子 9、女子４ 

②第 47回静岡県 9人制実業団男女リーグ戦春季大会 5/14～ 7/9 ﾔﾏﾊ有玉体育館他 

秋季大会 10/29～11/26 ﾔﾏﾊ有玉体育館他 

男子 17 

③第 46回小山杯 全日本 9人制実業団選手権大会 5/28 特種東海製紙体育館 

静岡県予選大会 

男子４ 

④真田杯 全国社会人 9人制東ブロック男女優勝大会 8/6 沼津市民体育館 

静岡県予選大会 

男子 10（内実業団 5）、女子 3（内実業団 0） 

⑤第 21回会長杯静岡県 9人制実業団男女優勝大会 10/15 特種東海製紙体育館 

男子 9（内実業団 7）、女子 0 

⑥全日本 9人制総合男女選手権大会静岡県予選大会 女子 9/3 旭化成富士体育館 

 男子 9/24 磐田市総合体育館 

男子 12（内実業団 6）、女子 2（内実業団 0） 

（３）第 46回静岐対抗 9人制実業団選抜男女優勝大会への支援 

男子 11、女子 0（本県より男子 6）           9/10  瑞浪市民体育館 

（４）2017/18Ｖプレミアリーグ、ＶチャレンジリーグⅡへの支援  11月～2月 三島市民体育館他 

（５）平成 30年度競技日程（案）の作成 11月～2月 

（６）強化練習会の開催 

          平成 28年度（第 23回）ウイング男子 9人制強化練習会 3/25・26 アミューズ豊田 

県外 14（神奈川 3・山梨１・長野 2・千葉 1・兵庫 1・愛知 1・岐阜２・埼玉１・三重１・.栃木 1） 

県内 6（ヤマハ・特種東海製紙・リコー沼津・ホンダ浜松・ＡＳＭＯ・群雄会） 

計 20チーム参加 

 

     ３ 審判委員会 

（１）大会運営及び派遣 

①全国私学大会 3月 町田市 笠原隆、瑞 
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②東海大学リーグ 4～10月 静岡、愛知 笠原隆 

   畔柳、佐藤 

③V9チャンプリーグ 5･6月 兵庫、岐阜 竹上、道下 

④中部日本総合 7/15～17 福井 佐藤 

⑤全日本クラブカップ 9人制女子選手権大会 7/27～30 長野市 笠原瑞 

⑥国民体育大会ブロック大会 8/19･20 浜松市 

⑦東海実業団 9人制選手権 8/27 岐阜 道下 

⑧天皇杯・皇后杯ブロックラウンド 9/2 愛知 佐藤 

⑨静岐対抗９人制実業団選抜男女優勝大会 9/10 岐阜 竹上、道下 

⑩全国ヴィンテージ 8‘S交流大会 10/20～22 御殿場市 竹上、笠原隆 

   笠原瑞、道下 

⑪全国社会人東ブロック男女優勝大会 11/9～12 大垣市 竹上、笠原隆 

   笠原瑞、道下 

⑫2017/18Ｖプレミアリーグ男子 11～1月 三島、草薙  

⑬2017/18ＶチャレンジリーグⅡ女子 11～2月 浜北、引佐  

⑭東海 6・9人制クラブ選手権大会 11/19･26 舞阪、掛川  

 

（２）講習会 

①全国 6人制審判講習会 3/19 東京 辻 

②県実連男子強化練習会（ウイング大会） 3/25・26 ｱﾐｭｰｽﾞ豊田 

東海実連審判講習会実施  

③全国ビーチバレー講習会 3/25・26 川崎 畔柳、池谷 

④全国 9人制審判講習会 3/26 大阪 竹上 

⑤東海ブロックＡ級審判員研修会 4/9 三重 竹上、笠原隆 

   畔柳、笠原瑞 

   佐藤、池谷 

   道下 

⑥全国ラインジャッジクリニック 5/1・2 大阪 道下 

⑦平成 29年度 9人制B級キャンプ 5/3・4 大阪 道下 

⑧JVA9人制スクール 5～10月 群馬、岐阜 竹上 

  埼玉、岡山 

⑨JVA Vスクール 7月、9月 福井、愛知 佐藤 

⑩日本実連 9人制審判技術強化事業（春） 6/3・4 兵庫 竹上、道下 

⑪東海 9人制実業団リーグ 6/11 愛知 竹上、笠原隆 

   道下、石田 

⑫日本実連 6人制審判技術強化事業 8/5・6 大阪 

⑬ビーチ特別Ａ級審判資格取得審査会 8月 大阪市 畔柳、池谷 

⑭東海実業団審判技術強化事業 8/19・20 岐阜 道下 

⑮静岡県レフリースクール 8/26・27 中部地区 

⑯9人制特別Ａ級審判資格取得審査会 10/7～9 大阪 道下 

⑰9人制Ａ級審判員技術強化事業 10/27～30 京都 竹上 

  （全日本 9人制総合女子選手権大会） 

⑱9人制Ａ級審判員技術強化事業 11/24～27 大阪 道下 

  （全日本 9人制総合男子選手権大会） 

⑲日本実連 9人制審判技術強化事業 12月 函館市 道下 

（櫻田記念全日本 9人制実業団選抜男女優勝大会） 
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イ 活動方針  

「大会参加チーム数の増加」 

       

ウ 事業計画案 

１ 事務局 

（１）評議員総会の開催（3/10) 

（２）常任理事会の開催 

（３）三役会の開催 

（４）日本実業団連盟評議員総会への出席 

（５）平成 30年度主管大会の運営（プログラム作成・大会役員・競技役員委嘱他） 

（６）東海 9人制実業団リーグ戦の運営(6/10) 

（７）静岐対抗大会の運営(9/9) 

（８）ホームページの運用 

（９）県実業団リーグ戦他、主管大会プログラムへの広告募集、掲載 

 

 ２ 競技委員会 

（１）登録手続き（新ＭＲＳでのＪＶＡ登録） 

（２）主管県大会の運営 

①第 71回東海 9人制選手権大会静岡県予選大会 4/22 磐田市総合体育館 

②第 48回静岡県 9人制実業団男女リーグ戦春季大会 5/20～ 7/8 ﾔﾏﾊ有玉体育館他 

秋季大会 10/28～11/18 ﾔﾏﾊ有玉体育館他 

③第 47回小山杯 全日本 9人制実業団選手権大会 5/27 特種東海製紙体育館 

静岡県予選大会 

④真田杯 全国社会人 9人制東ブロック男女優勝大会 8/5 沼津市民体育館 

静岡県予選大会 

⑤全日本 9人制総合男女選手権大会静岡県予選大会 9/23 ｱﾐｭｰｽﾞ豊田体育館 

⑥第 22回会長杯静岡県 9人制実業団男女優勝大会 10/14 特種東海製紙体育館 

（３）第 8回東海 9人制実業団リーグの主管 6/10 磐田市総合体育館 

（４）第 47回静岐対抗 9人制実業団優勝大会の主管 9/9 磐田市総合体育館 

（５）強化練習会の開催 

平成 29年度（第 24回）ウイング 9人制男子強化練習会  

3/24.25 アミューズ豊田体育館  県内外（全国大会出場チーム）12チーム 

3/31.4/1 磐田市総合体育館   県内外（社会人出場チーム他）10～12チーム  

（６）2018/19 Ｖリーグ男子 V１、女子V２への支援 

（７）公認指導員養成講習会への参加案内 

（８）平成 31年度競技日程（案）の作成 

 

３ 審判委員会 

（１） 大会運営及び派遣 

①全国私学大会 3月 町田市 佐藤、岡田 

②東海大学リーグ 4～10月 静岡・愛知 竹上、笠原隆 

   笠原瑞、佐藤 

③東海 9人制バレーボール選手権大会 5/13 愛知 笠原瑞 

④Ⅴ9チャンプリーグ 5～10月 岐阜・大阪 竹上 

⑤中部日本総合   佐藤 

⑥全日本実業団男女選手権大会 7/20～23 宮城 笠原隆 
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⑦全日本クラブカップ男子選手権大会 7/26～29 山口 竹上 

⑧ビーチバレージャパン 8/11～13 神奈川 畔柳 

⑨全日本ビーチバレー女子選手権大会 8/17～20 大阪 池谷 

⑩東海 9人制実業団選手権大会 8/26 三重 道下 

⑪国民体育大会ブロック大会 8/18・19 岐阜 笠原隆 

⑫天皇杯・皇后杯ブロックラウンド 10/20･21 三重 佐藤 

⑬FIVB世界バレー 9/29～10/4 浜松市 

⑭静岐対抗９人制実業団選抜男女優勝大会 9/9 岐阜 

⑮2018/19 Vリーグ男子 V１  三島、草薙 

⑯2018/19 Vリーグ女子 V２  浜北 

⑰全国社会人東ブロック男女優勝大会 11/9～11 富山 道下 

⑱全日本高等学校選手権大会 1/5･13･14 東京 佐藤 

 

（２）講習会 

①県実連男子強化練習会（ウイング大会） 3/24･25 ｱﾐｭｰｽﾞ豊田 

東海実連審判講習会 3/31･4/1 磐田市総合 

②全国 6人制審判講習会 3/25 東京 佐藤 

③全国ビーチバレー講習会 3/31･4/1 川崎 辻(講師) 

   畔柳、池谷 

④全国 9人制審判講習会 4/1 大阪 竹上、笠原隆 

   笠原瑞 

⑤東海ブロックＡ級審判員研修会 4/8 浜松 竹上、笠原隆 

   畔柳、笠原瑞 

   佐藤、池谷 

   道下、辻 

⑥ＪＶＡ9人制スクール 5～10月 全国各地 竹上 

⑦日本実連 9人制審判技術強化事業（春） 6月 群馬 竹上 

⑧東海 9人制実業団リーグ 6/10 磐田市総合 竹上、笠原隆 

   笠原瑞、道下 

   石田 

⑨JVA Vスクール 7･9月 愛知、三重 佐藤 

⑩ビーチ ACキャンプ 8月  畔柳、池谷 

⑪静岡県レフリースクール 8月 西部地区 

⑫9人制ACキャンプ 10月  道下 

⑬9人制Ａ級審判員技術強化事業 11/29～ 大阪 竹上、道下 

 （全日本 9人制総合男女選手権大会） 12/2 

⑭日本実連 9人制審判技術強化事業 12/22,23 和歌山 竹上、笠原隆 

（櫻田記念全日本 9人制実業団選抜男女優勝大会）  笠原瑞、道下 

 

 

 

32



  （２）ク ラ ブ 部 

   ア 平成 29年度 事業報告 

① 事務局関係 

１）代表委員総会の開催                （３月） 

２）日本協会、県協会への登録手続           （４月～１２月） 

          ２８チーム 

３）各会議の運営                   （４月～平成３０年３月） 

４）県内各種大会への支援と協力            （４月～平成３０年３月） 

５）未登録チームへの登録呼びかけ           （４月～平成３０年３月） 

６）ヴィンテージ８‘Ｓ交流会への協力         （１０月御殿場市） 

７）国体東海ブロック大会               （７月・９月 静岡県） 

８) 天皇杯･皇后杯、フェア、Ｖリーグへの協力  

９）東海クラブ選手権の運営              （１１月掛川さんりーな他） 

１０）代表委員総会資料作成               （１２月～平成２９年３月） 

１１）東海クラブバレーボール連盟への協力 

   ② 競技委員会 

１）県内各種大会の主管と運営 

（１）東海９人制総合男女選手権静岡県予選    （４月２４日このなはアリーナ) 

（２）全日本９人制クラブカップ男女静岡県予選   （５月７日 エコパ他） 

（３）全日本６人制クラブカップ男女静岡県予選   （５月１４日 長田体育館他） 

（４）中部日本６人制総合男女選手権静岡県予選   （６月４日 静産大他） 

（５）東海マスターズ兼日本マスターズ静岡県予選   (７月２日 掛川さんりーな) 

（６）静岡県クラブバレーボール連盟会長杯   （１０月１・１５・１１月５・１２） 

（７）静岡県クラブ選手権       （平成３０年３月１１・２５日蒲原・このはな） 

２）県内各種大会への協力               （４月～平成３０年３月） 

３）ヴィンテージ８‘Ｓ交流会への協力         （１０月御殿場市） 

４）国体東海ブロック大会               （７月・９月 静岡県） 

５）天皇杯･皇后杯、フェア、Ｖリーグへの協力 

６）東海クラブ選手権の運営              （１１月掛川さんりーな他） 

７）平成３０年度競技日程（案）の作成          （１１月～平成３０年３月） 

７）代表委員総会資料作成                （１２月～平成３０年３月） 

 ８）東海クラブバレーボール連盟への参加と協力     （４月～平成２９年３月） 

９）日本クラブバレーボール連盟への参加と協力     （４月～平成２９年３月） 

③ 審判委員会 

１）県内各種大会への審判員派遣 

（１）東海９人制男女選手権大会への協力      （４月２３日掛川さんりーな） 
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（２）中部日本６人制総合選手権大会        （６月４日 各大学） 

（３）全日本６・９人制クラブカップ男女子選手権  （５月静岡市長田体育館他） 

（４）天皇杯皇后杯静岡県ブロックラウンド     （７月 このはなアリーナ） 

（５）日本スポーツマスターズ県予選        （７月２日掛川さんリーな） 

（６）静岡県クラブ連盟会長杯選手権大会       （１１月 蒲原体育館他） 

（７）静岡県クラブ選手権大会            （３月このはなアリーナ他） 

２）県内各種大会への審判員派遣 

（１）東海大学リーグ               （４月～１１月 東海地区） 

（２）東海９人制バレーボール選手権大会      （５月１５日 大垣市） 

（３）国体東海ブロック大会            （７月・９月 静岡県） 

（４）天皇杯皇后杯東海ブロックラウンド      （９月 ） 

（５）ヴィンテージ８‘Ｓ交流会          （１０月御殿場市） 

（６）社会人東ブロック大会             （１１月 大垣市） 

（７）東海クラブ選手権大会             （１１月掛川さんりーな他） 

 （８）Ｖチャレンジリーグ              （１１月～２月） 

３）審判講習会への参加と協力 

（１）東海Ａ級審判員研修会への参加と運営協力   （４月 岐阜県） 

（２）東海実業団リーグ審判研修会への参加     （６月 三重県） 

（３）静岡県公認審判資格所得講習会運営協力     （８月 中部地区） 

（４）９人制Ａ級審判員研修会            （１１月 大阪府） 

（５）６人制Ａ級審判員研修会            （１２月 東京都） 

（６）東海圏９人制審判講習会への参加           （３月 磐田市） 

（７）全国６人制審判講習会への参加         （３月 東京都） 

（８）全国９人制審判講習会への参加         （３月 大阪府） 

４）フェア・Ｖプレミアリーグへの協力        （１１月～平成２９年２月） 

５）東海クラブバレーボール連盟への参加と協力 

６）日本クラブバレーボール連盟審判規則委員会への協力 

７）代表委員総会資料作成               （１２月～平成３０年３月） 

④ 強化委員会 

１）県内各種大会への協力               （４月～平成３０年３月） 

２）県外大会出場チームへの協力 

 ３）代表委員総会資料作成               （１２月～平成３０年３月） 

４）県外大会報告 

 （１）平成 29 年度(第 70回)東海 9人制選手権大会 

    平成 29 年 5月 17日(日) AGF鈴鹿体育館 

    男子の部 優勝 群雄会 

    女子の部 第３位 栄クラブ、静岡西部クラブ 
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 （２）平成 29 年度全日本 9人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会 

     平成 29年 8月 3日(木)～6日(日) 大阪市 

      準優勝  群雄会 

（３）第 17 回 日本スポーツマスターズ 2017  

           平成 28年 9月 16日(土)～19日(火) 神戸市 

           バレーボール競技男子の部 

 優勝 マルリマスターズ 

（４）平成 29 年度第 14回 東海クラブ選手権 

           平成 28年 11月 19日(日) 静岡県  

           男子 9人制の部 優勝 群雄会 準優勝 静岡クラブ 

           女子 6人制の部 準優勝 栄クラブ 

⑤ 指導普及委員会 

１）未登録チームへの呼びかけ                       （４月～平成３０年３月）） 

      ２）指導者講習会への参加と協力 

３）県内各種大会への参加と協力            （４月～平成３０年３月） 

４）代表委員総会資料作成               （１２月～平成３０年３月） 

 

イ 平成 30 年度 活動方針 「チーム数及び競技人口の増加」 

ウ 活動計画 

① 事務局関係 

１）代表委員総会の開催                 

２）日本協会、県協会への登録手続   目標：３０チーム 

３）各会議の運営(代表委員総会・理事会・人選委員会) 

４）県内各種大会への支援と協力             

５）未登録チームへの登録呼びかけ            

６）世界バレーへの協力 

７) 天皇杯･皇后杯、フェア、Ｖリーグへの協力        

８）代表委員総会資料作成                

９）東海クラブバレーボール連盟への協力 

② 競技委員会 

１）県内各種大会の主管と運営  

（１）全日本６人・９人制クラブカップ男女選手権静岡県予選 

（２）中部日本６人制総合男女選手権静岡県予選 

（３）日本スポーツマスターズ静岡県予選    

（４）静岡県クラブバレーボール連盟会長杯 

（５）静岡県クラブ選手権(６人制・９人制)         

２）県内各種大会への協力          

35



３）世界バレーへの協力 

４）天皇杯･皇后杯、フェア、Ｖリーグへの協力 

５）平成３１年度競技日程（案）の作成            

６）代表委員総会資料作成                 

７）日本クラブ連盟・東海クラブ連盟への参加と協力       

③ 審判委員会 

      １）県内・県外各種大会への審判員派遣      

（１）県内各種大会への派遣 

（２）東海大学リーグへの派遣          

（２）東海９人制男女選手権大会         

（３）全日本６・９人制クラブカップ男女選手権  

（４）国体東海ブロック大会        

（５）天皇杯・皇后杯東海ブロックラウンド  

（６）世界バレー 

（７）社会人東日本  

      ２）審判講習会への参加と協力 

（１）東海Ａ級審判員研修会への参加           

（２）静岡県公認審判員資格取得講習会運営協力      

（３）日ク連審判交流会への参加と運営          

（４）東海圏９人制審判講習会への参加と運営       

（５）全国６人制審判講習会への参加           

（６）全国９人制審判講習会への参加           

３）世界バレーへの協力 

４）フェア・Ｖリーグへの協力       

５）平成３１度審判員派遣（案）の作成          

６）東海クラブバレーボール連盟への参加と協力 

７）日本クラブバレーボール連盟審判規則委員会への協力 

      ８）代表委員総会資料作成                 

    ④ 強化委員会 

１）県内各種大会への協力 

２）県外大会出場チームへの協力 

３）代表委員総会資料作成     

⑤ 指導普及委員会 

１）未登録チームへの呼びかけ     

      ２）指導者講習会への参加と協力 

３）県内各種大会への参加と協力  

      ４）代表委員総会資料作成     
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（３） ママさん部 

ア 事業報告 

① 行事報告 

１）評議員会              2017/3/25   焼津文化センター             

２）連盟だより 33号         2017/3/25   2000部発行 

３）審判研修会                 

・県審判研修会          4/29   藤枝勤労者体育館             １４２名 

・地区審判研修会 

東部審判研修会        5/21   三島市立錦田小学校体育館      １２１名 

中部審判研修会         6/4    藤枝市立藤枝中央小学校体育館    ８５名 

西部審判研修会          5/28   菊川市民総合体育館            ８３名  

     ・シニア審判研修会 

いそじの部              5/７    アミューズ豊田                  

ことぶきの部              5/27   アミューズ豊田                

         ４）バレーボール教室          1/27  藤枝市民体育館             １０２名 

      講師    櫻井由香 氏 （元 デンソーエアリービーズ） 

            安原貴之 氏 （元 豊田合成トレフェルサ） 

            近藤 茂  氏 （元 東レアローズ）    

  

② 各種大会へ参加 

１) 第 48回全国ママさんバレーボール大会静岡県予選      5/ 14     三島市民体育館 

２) 第 44回東海ママさんバレーボール大会県予選           7/ 2       大井川体育館 

３) 第 25回東海家庭婦人バレーボールいそじ大会県予選     7/8       アミューズ豊田 

４) コカ・コーラ イーストジャパンカップ第 41回静岡県ママさんバレーボール大会 

          地区予選                            6/18            各地区 

県大会 (テレビ静岡放映)                     9/ 3     草薙総合体育館  

５) 第 7回 全国ママさんバレーボール冬季大会県予選        9/10      大井川体育館 

６) 第 29回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会県予選     9 / 30     富士川体育館 

          ７) 第 43回静岡県ママさんバレーボール選手権大会        11/12     さんりーな 

８）静岡県ママさんバレーボール優勝大会              1/13  菊川市民総合体育館 

 

③ 県外大会への参加 

           １） 第 48回全国ママさんバレーボール大会              岩手県       8/2～8/5 

            新居ウイング         （予選リーグ敗退） 

２) 第 7回全国ママさんバレーボール冬季大会             鳥取県     12/1～12/4 

            掛川黎明クラブ         （予選リーグ敗退） 
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３) 第 29回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会            大阪府    3/9～ 3/11 

             プライム             

４) 第 22回全国家庭婦人バレーボールことぶき大会           山口県     11/ 4～11/6 

             にしきクラブ   飯田シニア C  ぐり～ん  

５) 第 44回東海ママさんバレーボール大会                 静岡県     10/15 

                曳馬クラブ（準優勝）   プリオール（予選敗退） 

 ６） 第 25回東海家庭婦人バレーボールいそじ大会            愛知県    10/29 

               プライム・アン  つくし  和楽  曳馬 TNP  （予選敗退） 

            ７) 第 20回東海家庭婦人バレーボールことぶき大会・おふく大会   岐阜県    8/27 

              （ことぶき）   飯田シニア C  ひばり  ひばり A  和楽  絆  ぐり～ん だるま 

             （おふく）    静岡 A  静岡 B                             

  

④ その他 

      １) 全国ママさんバレーボール連盟東海ブロック審判研修会  4名参加  岐阜県  4/23 

２) 東海ママさんバレーボール連盟役員総会並びに役員親睦バレーボール大会 

  三重県鳥羽市               2/24～25 

３) 東海ママさんバレーボール連盟、県バレーボール協会の開催行事に協力 

   

イ 活動方針 

        明るく(家庭) ・ 楽しく(チーム) ・ 美しく(心身の健康) 

         ◇ 明るい輪を広げると共に、底辺育成と資質の向上を目指す。 

         ◇ 組織への正しい理解と各種事業に積極的に参加し連盟の充実をはかる。 

         ◇ 生涯スポーツとしてさらに発展させるよう協力・努力する。 

 

ウ 事業計画案 

① 行事計画 

 １）評議委員会                                        5/12 

         2) 事務局       連盟だより 34号   200部発行       2018/3       

3) 審判委員会   ・県審判研修会                           4/28 

                           ・地区審判研修会 

東部研修会                                   5/20 

中部研修会                              6/24 

西部研修会                                  5/27 

・シニア研修会 

いそじの部                              5/ 6 

ことぶきの部                             5/26 

           ４） バレーボール教室                                 3月開催予定  
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   ② 競技会(県内) 

        １) 第 49回全国ママさんバレーボール大会県予選                        5/13 

２）静岡県ママさんバレーボール優勝大会                               6/ 2 

        ３） 第 26回東海家庭婦人バレーボールいそじ大会県予選                7/ 1 

４） 第 44回東海ママさんバレーボール大会県予選                        7/15 

        ５） コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンカップ第 42回静岡県ママさんバレーボール大会 

各地区予選                        6/17 

      県大会                          9/ 2 

 ６） 第 8回全国ママさんバレーボール冬季大会県予選                   9/16 

        ７） 第 30回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会県一次予選              9/22 

           第 30回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会県二次予選            10/ 7 

        ８） 第 44回静岡県ママさんバレーボール選手権大会                    1/27                         

 

 ③ 競技会(全国、東海) 

         １) 第 49回全国ママさんバレーボール大会        兵庫県          8/ 2～ 8/ 5 

       ２) 第 8回全国ママさんバレーボール冬季大会      福島県         12/ 7～12/10 

         ３) 第 30回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会    山梨県           3/15～ 3/17 

       ４) 第 23回全国家庭婦人バレーボールことぶき大会  島根県           10/26～10/28 

 ５) 第 3回全国家庭婦人バレーボールおふく大会     秋田県           10/16～10/18 

       ６) 第 45回東海ママさんバレーボール大会         岐阜県         10/21 

       ７）第１回東海ウインターCUP                  三重県        12/16 

         ８) 第 26回東海家庭婦人バレーボールいそじ大会    三重県         11/ 4 

         ９) 第 21回東海家庭婦人バレーボールことぶき大会   静岡県            8/25 

    

④  その他 

       １) 東海ブロック審判研修会                   静岡県         4/22 

２）東海ママさんバレーボール連盟役員総会並びに役員親睦バレーボール大会 

                                                 愛知県        2/23・24 

３) 全国ママさん連盟、東海ママさん連盟、県協会等の関係事業及び大会に参画と協力 
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（４）大 学 部 

    ア 事業報告 

① 平成29年度第143回春季東海大学男女バレーボールリーグ戦静岡大会の援助 4-5月 

② 平成29年度大学連盟審判講習会 ＜静岡産業大学藤枝＞ 6/3 

③ 中部日本総合静岡県予選会 ＜静岡産業大学／静岡産業大学藤枝＞ 6/4 

男子 日本大学国際   準優勝     静岡産業大学   第３位 

静岡産業大学藤枝 第３位 

女子 静岡産業大学   準優勝     静岡産業大学藤枝 第３位 

常葉大学静岡   １回戦敗退   常葉大学富士   １回戦敗退 

④ 第33回静岡県大学バレーボール選手権大会 ＜このはなアリーナ＞ 6/11 

    参加 男子 9チーム     女子 9チーム 

    優勝 男子 静岡産業大学 女子 静岡産業大学藤枝 

⑤ 天皇杯・皇后杯静岡県ブロックラウンド チーム派遣 6/25 

男子 静岡産業大学   準優勝     日本大学国際   第３位 

静岡産業大学藤枝 ２回戦敗退 

女子 静岡産業大学藤枝 優勝      静岡産業大学   準優勝 

常葉大学浜松   １回戦敗退 

    天皇杯・皇后杯東海ブロックラウンド チーム派遣 9/2 

    女子 静岡産業大学藤枝 ２回戦敗退 

⑥ 平成29年度第144回秋季東海大学男女バレーボールリーグ戦静岡大会の援助 9-10月 

⑦ 第42回静岡県大学バレーボールリーグ戦 ＜エコパアリーナ／桜アリーナ＞ 11/5.19 

    参加 男子 7チーム      女子 9チーム            

    優勝 男子 静岡産業大学 女子 静岡産業大学 

 

    イ 活動方針 

「競技人口の増加、組織的活動・大会運営の強化」 

 

    ウ 事業計画案 

① 平成30年度第145回春季東海大学男女バレーボールリーグ戦静岡大会の援助 4-5月 

② 平成30年度 大学部審判講習会 ＜静岡産業大学藤枝＞ 6/2 

③ 中部日本総合静岡県予選会 チーム派遣 6/3 

④ 第34回静岡県大学バレーボール選手権大会 ＜このはなアリーナ＞ 6/10 

⑤ 平成30年度レフェリースクール事前研修会・JVIMS講習会 ＜静岡産業大学藤枝＞ 8/11 

⑥ 平成30年度第146回秋季東海大学男女バレーボールリーグ戦静岡大会の援助 9-10月 

⑦ 第43回静岡県大学バレーボールリーグ戦 ＜静岡大学／静岡県立大学／桜アリーナ＞

11/4.18 

⑧ 随時、大学チームの活動援助と指導を行う。 
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（５）高 校 部 

        ア 事業報告 

① 県高校総体地区予選       ５月１３日（土）   １４日（日）  各地区 

② 県高校総体               ５月２７日（土）   ２８日（日）  中部地区 

                                      ６月  ４日（日）          草薙体育館 

               男子：１位  浜松商    ２位  聖隷      ３位  清水桜が丘 

               女子：１位  駿河総合   ２位  沼津商     ３位 富士見 

③ 東海高校総体             ６月１７日（土）   １８日（日）  三重・津 

               女子：駿河総合（３位） 

④ 中部総合選手権大会       ７月１５日（土）～   １７日（月・祝）福井・坂井 

⑤ 全国高校総体    男・女   ７月２８日（金）～８月 １日（火）山形・宮城 

               男子：浜松商    予選グループ戦敗退 

     女子：駿河総合  予選グループ戦敗退 

⑥ 東海ブロック国体         ８月１９日（土）  ２０日（日）  静岡・浜北 

             少年男子：０勝３敗 第４位  少年女子：０勝３敗 第４位 

⑦ 各地区選手権             ９月 ９日（土）    １０日（日） 各地区 

⑧ 国民体育大会       １０月 ６日（金）～   ９日（月） 愛媛・伊予 

⑨ 全日本選手権静岡県予選  １０月２９日（日）１１月３日（金）東・中・西部地区 

１１月 ４日（土）    ５日（日） 西部地区 

                                         １２日（日） 草薙体育館 

                男子：１位  静清     ２位  浜松商     ３位  聖隷・静岡大成 

                女子：１位  富士見    ２位  島田商     ３位  三島南・西遠女子 

⑩  全日本選手権大会 １月４日(木) ～ ８日(月）         東京体育館 

                男子：静清 ２回戦敗退    女子：富士見 ２回戦敗退 

⑪  新人体育大会兼県選手権地区予選  １月１３日（土） １４日（日）各地区 

⑫  新人体育大会兼県選手権県大会    １月２７日（土） ２８日（日）中部地区  

                                              ２月 ４日（日）    草薙体育館 

              男子：１位  静清    ２位  清水桜が丘    ３位  御殿場南・聖隷 

                女子：１位  島田商   ２位  富士見        ３位 三島南・沼津商 

⑬  東海高校選抜大会      ３月１７日（土） １８日（日）  三重・津 

女子：１位 島田商 
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       イ 活動方針 

            「全国大会参加チームの上位入賞と県内競技レベルの向上」 

              「加盟チーム数増加と競技者人口の増加」 

 

       ウ 事業計画案 

① 県高校総体地区予選   ５月１２日（土）     １３日（日） 各地区 

② 県高校総体           ５月２６日（土）    ２７日（日）  西部地区 

                                  ６月  ３日（日）            草薙体育館 

③ 東海高校総体         ６月１６日（土）    １７日（日）  愛知・名古屋 

④ 中部総合選手権大会   ７月１４日（土）～   １６日（月・祝）   愛知 

⑤ 全国高校総体    男子：７月２６日（木）～   ３０日（月） 三重・伊勢 

             女子：８月 １日（水）～    ５日（日） 三重・津 

⑥ 東海ブロック国体      ８月１８日（土）     １９日（日） 岐阜・関 

⑦ 各地区選手権         ９月 ８日（土）      ９日（日）  各地区 

⑧ 国民体育大会        １０月 ５日（金）～   ８日（月） 福井・坂井 

⑨ 全日本選手権        １０月２８日（日）            東・中・西部地区 

           静岡県予選         １１月 ３日（土）     ４日（日）  東部地区 

                                     １１日（日）           草薙体育館 

⑩ 全日本選手権大会     １月  ５日（土）～   ７日（月） 東京武蔵野の森 

             （春高バレー）           １２日（土）～ １３日（日） ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 

⑪ 新人体育大会兼県選手権地区予選 １月１９日（土）  ２０日（日）各地区 

⑫ 新人体育大会兼県選手権大会     ２月 ２日（土）  ３日（日） 西部地区 

                                               １１日（月）    草薙体育館 

⑬ 東海高校選抜大会     ３月１６日（土） １７日（日）     岐阜・山県、大垣 
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（６）中  学  校  部 

ア 事業報告 

① 県中学校６人制バレーボール選手権大会   ６／４・１０ 長岡中学校体育館他 

      男子：１位  袋 井   ２位 御前崎浜岡  ３位 浜松庄内・静岡南 

      女子：１位  西遠女子 ２位  伊東南    ３位  磐田神明・藤枝青島 

   

②  県中学校総合体育大会         ７／２６～２８ エコパアリーナ 

      男子：１位  浜松曳馬 ２位 掛川北   ３位 浜松庄内・御前崎浜岡 

      女子：１位  西遠女子 ２位 大井川   ３位  藤枝青島・伊東南 

   

③  東海中学校総合体育大会          ８／７・８  エコパアリーナ 

     男子：浜松曳馬 １－② 天 白（愛知） 御前崎浜岡 ０－② 矢 作（愛知） 

浜松庄内 ０－２ 西 郊（三重） 掛川北   ０－② 松阪西（三重） 

   女子：西遠女子 ②－０ 御 田（愛知） 西遠女子  ②－０ 嬉 野（三重） 

西遠女子 ②－０ 矢作北（愛知） 西遠女子  ②－０ 東 陽（愛知） 

大井川  ②－１ 城 東（愛知） 大井川   ②－０ 梅 林（岐阜） 

      大井川  ０－② 東 陽（愛知） 大井川   ②－１ 矢作北（愛知） 

      藤枝青島 ②－０ 殿 町（三重） 藤枝青島  １－② 東 陽（愛知） 

      伊東南  １－② 二 見（三重）  

   ☆優勝した西遠女子学園と大井川は、全国大会へ出場 西遠女子学園は全国ベスト８ 

 

 ④  JOCカップ全国都道府県対抗中学バレーボール大会 12/25～28 大阪中央体育館他 

      予選グループ戦  男子：静 岡 １－② 宮 城     静 岡 ②－０ 和歌山 

              女子：静 岡 ０－② 岡 山    静 岡 ②－０ 兵 庫 

      決勝トーナメント 男子：静 岡 ②－１ 大坂南   静 岡 １－② 埼 玉     

              女子：静 岡 １－② 北海道 

 

⑤ 県新人バレーボール大会      Ｈ３０ １／１３・１４ 大井川中学校体育館他 

      男子：１位  袋 井  ２位  浜松湖東  ３位 浜松天竜・富士宮四 

      女子：１位 大井川  ２位  清水飯田  ３位  東益津・富士岡 

   

⑥  中高合同指導者講習会         ９／２３・２４   静岡産業大学磐田 

 ⑦ 静岡県競技力向上対策本部事業 県ジュニアトレセン事業 

中高合同静岡県トレセン 11/25 男子：清水桜が丘高 女子：駿河総合高 

  男子 U-14静岡県クラブチャンピオンシップバレーボール大会 H30 2/3 清水庵原中 

女子 静岡県ジュニアトレセン交流会  H30 2/12 静岡県武道館 
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イ 活動方針  

「中学校部活動の支援を中心とした活動の中で、 

競技力の向上と競技人口の増加を図るとともに 指導者の質を高める。」 

 

ウ 事業計画 

 

① 中高合同指導者講習会      ９月１６日・１７日（予定） 東部地区 

 

② 県中学校６人制バレーボール選手権大会 

各地区予選      ４月下旬～５月上旬    各地区 

     県大会        ６／３・９        東部地区 

   

 ③  中学校総合体育大会    

        各支部大会      ７月初旬～中旬 

        県大会        ７／２５・２６・２７   静岡市 

         東海大会           ８／７・８        岐阜県山県市 

                全国大会       ８／２１～２４      島根県松江市他 

   

 ④ 中学校新人バレーボール大会 

各地区予選          １１月上旬        各地区 

県大会        Ｈ３１ １／１２・１４  西部地区・草薙 

東海大会       Ｈ３１ ３／２３・２４  西部地区 

 

⑤ 全国都道府県対抗中学バレーボール大会 

地区選考会・委員会  ５月上旬         各地区 

一次選考会      ６／１０         中部地区 

二次選考会      ８／９・１０       県武道館 

        全国大会       １２／２４～２８     大阪中央体育館他 

 

⑥ しずおか型ジュニアトレセン   

     各地区トレセン    １１月～Ｈ３１ ２月まで 各地区 

        県トレセン      Ｈ３０ １１／２３    高校合同開催 

        女子 県交流会    Ｈ３１ ２／２      中部地区 

 

⑦ Ｕ－１４クラブチャンピオンシップバレーボール大会 

        県大会        Ｈ３１ ２／２      中部地区 

        東海大会       Ｈ３１ ２／２３     愛知学院大学 
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（７）小学生部 

    ア 事業報告 

 ①第 44 回県小学生バレーボール連盟評議員総会 4.1 焼津市 

 ②審判講習会 5.6～5.14 県内 3 地区 

 ③第 37 回全日本バレーボール小学生静岡県大会 6.18・6.25      森町・菊川市 

 男子：①青島   ②清水     ③深山・湖西 

 女子：①Fuji    ②小笠北    ③袋井北・向山 

混合：①大富士  ②大井川南  ③袋井南・貴船 

 ④第 29 回ソフトバレーボール大会 7.16～7.30 県内 3 地区 

 ⑤第 39 回東海小学生バレーボール大会 7.30 愛知県 

 男子：清水ジュニア（第三位）・深山（１回戦敗退） 

 女子：袋井北（第三位） ・小笠北（１回戦敗退） 

 ⑥第 39 回全日本バレーボール小学生大会 8.9～12 東京都 

 男子：青島（予選） 女子：Fuji（予選） 混合：大富士（予選） 

 ⑦県内チームリーダー研修会（5 年生） 9.17～18 御殿場市 

 ⑧第 46 回県小学生バレーボール大会 11.12・19     藤枝市・菊川市 

 男子：①青島   ②清水 ③深山・富士 

 女子：①小笠北  ②Fuji  ③東益津・和田岡 

 ⑨第 44 回県小学生バレーボール選抜優勝大会 2.11 富士市 

 男子：①千浜   ②掛川城北    ③錦田・袋井西 

 女子：①大淵   ②清水ジュニア  ③袋井北・黒潮東 

 ⑩第 19 回東海小学生バレーボール新人大会 2.24～25 三重県 

 男子：千浜（優勝）・掛川城北（第三位）・錦田（第六位） 

 女子：袋井北（第三位） ・清水ジュニア（第九位）・大淵（第十位） 

 ⑪第 15 回全国スポーツ少年団大会 3.25～28 群馬県 

 男子：青島 

 女子：小笠北 

 

イ 活動方針 

   「各団の充実と団員の確保に努める」「ど真ん中に子供がいる小学生バレー」 

 

ウ 事業計画案 

 ①第 45 回県小学生バレーボール連盟評議員総会 4.7 焼津市 

 ②審判講習会 4.29～5.6 県内 3 地区 

 ③第 38 回全日本バレーボール小学生静岡県大会 6.17・6.24     吉田町 

 ④第 30 回ソフトバレーボール大会 7.15～7.22 県内 3 地区 

 ⑤第 40 回東海小学生バレーボール大会 7.29 静岡県磐田市 

 ⑥第 38 回全日本バレーボール小学生大会 8.7～8.10 東京都 

 ⑦県内チームリーダー研修会（5 年生） 9.15～16 御殿場市 

 ⑧第 47 回県小学生バレーボール大会 11.25・12.2     袋井市ほか 
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 ⑨第 45 回県小学生バレーボール選抜優勝大会 2.11 富士市 

 ⑩第 20 回東海小学生バレーボール新人大会 2.23～24 愛知県 

 ⑪第 16 回全国スポーツ少年団大会 3 月 大分県 
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（８）ビーチバレー部 

ア 事業報告（会議関係） 

① 日本ビーチバレー連盟代議員会（３月 東京） 

       ② ビーチバレージャパン・ジャパンレディース、・国体予選、ジュニア選手権（男女）の静岡県予

選会、ＳＢＣオープン大会、各打ち合わせ会議 

 

      イ 事業報告（競技関係）    

 

①県内大会／会場：掛川市大東ビーチスポーツ公園・静岡市大浜海岸 

 

・６／１８   男子ビーチバレージャパン静岡県予選会    

優勝 郷野・梅原（参加数４チーム） 

 

・６／１８   女子ジャパンレディース２０１７静岡県予選会  

優勝 鈴木・土屋（参加数３チーム）       

 

・６／１８   愛媛国体静岡県予選会          

男子優勝 鈴木・佐藤（参加数４チーム） 

                  女子優勝 鈴木・土屋（参加数３チーム） 

 

・７／９    静岡県ビーチバレージュニア選手権大会 

          男子優勝 今野・山本（清水桜が丘） 参加数３１チーム 

女子優勝 寺田・大川（袋井商業） 参加数３０チーム 

 

・５／１４  第１０回 ＳＢＣオープンビーチバレー大会（日本ビーチバレー連盟公認大会） 

          男子優勝 荒木・鵜澤 （参加数９チーム） 

女子優勝 鈴木・土屋 （参加数５チーム） 

 

・９／９   第１１回 ＳＢＣオープンビーチバレー大会（日本ビーチバレー連盟公認大会） 

          男子優勝 伊吹・植村 （参加数１９チーム） 

女子優勝 前田・土屋 （参加数４チーム） 

 

・１１／４  スマイルフルカップ 第１２回 ＳＢＣオープンビーチバレー大会 

（日本ビーチバレー連盟公認大会） 

          男子優勝 吉原・夏堀 （参加数１４チーム） 

女子優勝 菅原・鈴木 （参加数８チーム） 

 

・１１／５  J−オイルミルズカップ 第１３回 ＳＢＣオープンビーチバレー大会 

（日本ビーチバレー連盟公認大会） 

          男子優勝 松本・小島 （参加数１５チーム） 

女子優勝 松村・松本 （参加数８チーム） 
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② 東海大会 

◆ 国民体育大会第３８回東海ブロック大会兼第７２回国民体育大会東海地区予選会 

                 （７月２３日（日）静岡県掛川市大東ビーチスポーツ公園） 

 

男子  １位 愛知県 ２位 三重県 ３位 静岡県（鈴木・佐藤） ４位 岐阜県 

         女子  １位 愛知県 ２位 岐阜県 ３位 静岡県（鈴木・土屋） ４位 三重県 

 

男女ともは愛知県が本国体へ出場 

 

◆ 第２回東海ビーチバレーボール選手権 

             （１０月１日 愛知県知多市新舞子新舞子マリンパーク常設コート） 

 

男子優勝 津工業 A 準優勝 津工業 B 第３位 浜松城北工業（大野・吉林）・岐阜工業 A 

女子優勝 袋井商業 A（寺田・大川） 準優勝 津商業 A 第３位 津商業 B・津商業 C 

 

        ③全国大会 

◆第３１回ビーチバレージャパン  ８月１１日～１３日 神奈川県藤沢市 

           郷野・梅原（静岡県代表）  予選グループ敗退 

 

◆第２８回全日本ビーチバレー女子選手権  ８月１７日～２０日 大阪府せんなん里海公園 

           鈴木・土屋（静岡県代表）    予選グループ通過 決勝トーナメント１回戦敗退 

 

 

         ◆全日本日本ビーチバレージュニア男子選手権（８月４日～７日 大阪府阪南市） 

           今野・山本（静岡県代表） 負傷により本大会棄権 

 

         ◆マドンナカップビーチバレージャパン女子ジュニア選手権（８月１０日～１３日愛媛県伊予市） 

          寺田・大川（静岡県代表 袋井商業高校）  予選グループ通過 ベスト１６ 

  

ウ 活動方針 

① ビーチバレー大会の運営体制の強化を図り、国体での上位成績及び東京オリンピックを見

据えた連盟組織とする。  

② ジャパンビーチバレーシリーズ、ＪＢＶサテライト大会が開催できるビーチバレー施設整備を

関係機関と連携し、早急に進める。 

③ 主催する大会の周知徹底を図り、参加者増、指導普及に努める。 

④ ビーチバレー審判員の充実強化を図る。 

④ 大会運営に必要な備品等の充実を図る。 

 

エ 事業計画案 

① 国体静岡県選考会                          （５月２７日 焼津市親水公園） 

② ビーチバレージャパン、ジャパンレディース静岡県予選会  （６月 ３日 焼津市親水公園） 

③ 静岡県ビーチバレーボール講習会               （６月 ３０日 掛川市大東） 

④ 静岡県ビーチバレージュニア選手県大会                （７月１日  掛川市大東） 
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⑤ ＳＢＣオープン大会へ協力（日本ビーチバレー連盟公認大会／ＳＢＣと共催） 

（※年２回又は３回を予定 実施場所：未定） 

⑥ ビーチバレー清水杯（日本ビーチバレー連盟主催大会） 

静岡市清水マリンパーク特設会場 （10 月 20、21 日） 

⑦ JBVサテライト 2018 U-23 静岡大会（日本ビーチバレー連盟主催大会） 

掛川市大東ビーチスポーツ公園（11 月 17、18日） 
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(９) ソフトバレー部 

ア 事業報告 

１． 総務委員会・事務局 

① 静岡県バレーボール協会 評議員 総会  （３／１１ 静岡市） 

② 日本ソフトバレーボール連盟 代議委員会 （３／１１ 名古屋市） 

③ しずおか健康長寿財団 理事会        （静岡市） 

④ 静岡県ソフトバレーボール連盟 総会  （３／２５ 静岡市） 

⑤ 静岡県ソフトバレーボール連盟 常任理事会  （３／２５、５／２８、８／１９、１／２８） 

⑥ ２８年度 会計監査及び監査報告 

⑦ 静岡県レクリエーション協会 常任理事会 

⑧ 静岡県ソフトバレーボール連盟 主管大会運営 

⑨ 第２９回静岡県小学生ソフトバレーボール大会 

⑩ 第２７回 東海ブロックフェスティバル 東海ソフトバレーボール連盟 運営 

⑪ 第１９回 全国ソフトバレー・レディースフェスティバル in 茨城 視察 

⑫ 浜松市ソフトバレーボール連盟主催 総会、大会 

⑬ ２９年度事業報告・３０年度事業計画作成 

 

２． 競技委員会（県内各種大会） 

   大会名       日程        会場 

① 第２８回 すこやか長寿杯大会 ソフトバレー部 ４／２２ 草薙このはなアリーナ 

② 第２６回 中部ソフトバレーボールフェスティバル ４／２３ 草薙このはなアリーナ 

③ 第２４回 県民スポレク祭 ソフトバレー競技 ５／ ７ エコパメインアリーナ 

④ 第２５回 東部ソフトバレーボールフェスティバル ６／ ４ 修善寺体育館 

⑤ 第１５回 西部ソフトバレーボールフェスティバル ６／１１ 浜北グリーンアリーナ 

⑥ 第 ７回 中部リーグフェスティバル ８／１９ 静岡市北部体育館 

⑦ 第 ２回 全国フリーフェスティバル予選 ９／ ３ 浜北グリーンアリーナ 

⑧ 第 ８回 静岡県ソフトバレーボールフェスティバル ７／３０ 草薙このはなアリーナ 

⑨ 第 ４回 西部ソフトバレー・レディース＆１８０フェスティバル １０／２９ 舞阪総合体育館 

⑩ 第１１回 しずおか健康長寿財団理事長杯 １２／ ２ 静岡市東部体育館 

⑪ 第２６回 東部ソフトバレーボールフェスティバル  ２／１１ 中伊豆社会体育館 

⑫ 第１８回 ソフトバレーレディースフェスティバル    ２／２５ 草薙このはなアリーナ 

⑬ 第１５回 ソフトバレーメンズ フェティバル ２／２５ 草薙このはなアリーナ 

⑭ 第２７回 中部ソフトバレーボールフェスティバル ３／１８ 草薙このはなアリーナ 

 

３． 審判委員会・指導普及委員会 

① 審判研修会               ４／１６     浜松 高台協働センター ３４名参加 

② マスターリーダー養成講習会  ６／２４～２５ 大阪 武田薬品大阪工場  ２名参加 
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４． 全国・東海大会 

① 第３０回 全国健康福祉祭（ねんりんピック） ソフトバレーボール大会 

平成２９年９月９日（土）～１１日（月）  秋田県大館市 大館市樹海体育館 

・静岡県代表 レジェンド三島  ブロック１１ ２位 

 

   ② 第２５回 全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル 

平成２９年１０月７日（土）～９日（月・祝） 

                    埼玉県さいたま市 さいたま市記念総合体育館 

・静岡県代表 ＳＶＣ三島  ２位リーグＤコート ２位 

 

③ 第６回 全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル 

平成２９年１１月１０日（金）～１２日（日） 山形県米沢市 米沢市営体育館 

・静岡県代表 Ｋフレンズ  かたねんパート３位グループ ３位 

 

④ 第１９回 全国ソフトバレー・レディースフェスティバル 

平成２９年１１月１７日（金）～１９日（日） 茨城県日立市 池の川さくらアリーナ 

・静岡県代表 チームうめぱん  コキアパート２ ３位 

 

⑤ 第２回 全国ソフトバレー・フリーフェスティバル 

平成３０年２月１６日（金）～１８日（日）  東京都町田市 町田市立総合体育館 

             ・静岡県代表 ＪＪＳ磐田  ２３位（全４６チーム） 

                       ＢＯＯＳＴ  ４４位（  同 上  ） 

 

⑥ 第２７回 東海ブロックフェスティバル 

平成２９年１１月１８日(土)～１９日(日) 

                    静岡県浜松市 浜北総合体育館グリーンアリーナ 

    ・静岡県代表 小学生の部 黒潮キッズＳＶＣ １・２位リーグ １位（優勝） 

 千浜ＳＶＣ １・２位リーグ ３位 

 ファミリーの部 大平台ＦＣ １・２位リーグ ２位 

  浜松蒲ＳＶＣ ３・４位リーグ １位 

 ブロンズの部 トーマスＡ １・２位リーグ １位（優勝） 

  みゆき １・２位リーグ ２位 

 スポレクの部 Ｎ-ｏｎｅ ３・４位リーグ ３位 

  信号待ちのピンクパンサー 

   ３・４位リーグ ４位 

 シルバーの部 浜松湖東 ３・４位リーグ ３位 

  トーマスＢ ３・４位リーグ ４位 

 レディースの部 みゆき １・２位リーグ ２位 

  Ｃｌｏｕｄ Ｎｉｎｅ １・２位リーグ ４位 

  ＲＯＵＧＨ ３・４位リーグ ３位 
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イ 活動方針 

・静岡県ソフトバレーボール連盟の充実・発展の為の大会運営レベルアップ 

・生涯スポーツの一環として指導・審判・競技運営の出来る指導者育成 

・バレーボーラー人口を増やす活動として指導普及活動の強化   

 

      ウ 事業計画案    

１． 総務委員会・事務局 

① 静岡県バレーボール協会 評議員 総会  （３／１０ 静岡市） 

② 日本ソフトバレーボール連盟 代議委員会 （３／１０・１１ 名古屋市） 

③ しずおか健康長寿財団 理事会        （静岡市） 

④ 静岡県ソフトバレーボール連盟 総会    （３／２４ 静岡市） 

⑤ 静岡県ソフトバレーボール連盟 常任理事会開催 

⑥ ２９年度 会計監査及び監査報告 

⑦ 静岡県レクリエーション協会 常任理事会 

⑧ 静岡県ソフトバレーボール連盟 主管大会運営 

⑨ 第２１回 全国ソフトバレー・レディースフェスティバル in 静岡 実行委員会立ち上げ 

⑩ 第３０回静岡県小学生ソフトバレーボール大会 

⑪ 第２０回 全国ソフトバレー・レディースフェスティバル in 滋賀 視察 

⑫ 第２８回 東海ブロックフェスティバル 東海ソフトバレーボール連盟役員会 

⑬ 浜松市ソフトバレーボール連盟主催 総会、大会 

⑭ ３０年度事業報告・３１年度事業計画作成 

 

２． 競技委員会（県内各種大会） 

   大会名       日程        会場 

① 第２８回 中部ソフトバレーボールフェスティバル ４／１５ 草薙このはなアリーナ 

② 第２９回 すこやか長寿杯大会 ソフトバレー競技 ４／２１ 草薙このはなアリーナ 

③ 第２５回 県民スポレク祭 ソフトバレー競技 ５／１３ 草薙このはなアリーナ 

④ 第２７回 東部ソフトバレーボールフェスティバル ５／２７ 中伊豆社会体育館 

⑤ 第１６回 西部ソフトバレーボールフェスティバル ６／１０ 浜北グリーンアリーナ 

⑥ 第 ８回 中部リーグフェスティバル（前期） ７／１６ 吉田町総合体育館 

⑦ 第２９回 中部ソフトバレーボールフェスティバル ８／２６ 吉田町総合体育館 

⑧ 第 ３回 全国フリーフェスティバル予選 ９／２３ 草薙このはなアリーナ 

⑨ 第 ９回 静岡県ソフトバレーボールフェスティバル １０／ ７ 吉田町総合体育館 

⑨ 第 ５回 西部ソフトバレー・レディース＆１８０フェスティバル １１／１８ 磐田市総合体育館 

⑩ 第２８回 東部ソフトバレーボールフェスティバル １１／２５ 中伊豆社会体育館 

⑪ 第１２回 しずおか健康長寿財団理事長杯 １２／１５ 静岡市長田体育館 

⑫ 第 ８回 中部リーグフェスティバル（後期） １２／１６ 吉田町総合体育館 

⑬ 第１９回 ソフトバレーレディースフェスティバル ２／２４ 吉田町総合体育館 

⑭ 第１６回 ソフトバレーメンズ フェティバル   ２／２４ 吉田町総合体育館 

⑮ 第３０回 中部ソフトバレーボールフェスティバル ３／３０ 草薙このはなアリーナ 
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３． 審判委員会・指導普及委員会 

   大会名       日程        会場 

① リーダー再講習会・審判研修会        ７／２９     錦田小学校 

② マスターリーダー養成講習会        ６／３０～７／１ ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

 

４． 全国・東海大会 

① 第３１全国健康福祉祭（ねんりんピック） ソフトバレーボール大会 

平成３０年１１月３日（土）～５日（月）  富山県黒部市 黒部市総合体育センター 

・静岡県代表  １チーム参加 

 

   ② 第２６回 全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル 

平成３０年９月２２日（土）～２４日（月・祝） 新潟県長岡市 アオーレ長岡 

・静岡県代表  １チーム参加 

 

③ 第７回 全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル 

平成２９年１１月３０日（金）～１２月２日（日） 三重県津市 サオリーナ 

・静岡県代表  ２～３チーム参加 

 

④ 第２０回 全国ソフトバレー・レディースフェスティバル 

平成３０年１０月２６日（金）～２８日（日） 滋賀県草津市 草津市総合体育館 

・静岡県代表  ２チーム参加 

 

⑤ 第３回 全国ソフトバレー・フリーフェスティバル 

平成３１年２月１５日（金）～１７日（日）  東京都町田市 町田市立総合体育館 

             ・静岡県代表  ２チーム参加 

 

⑥ 第２８回 東海ブロックフェスティバル 

平成３０年１１月２４日(土)～２５日(日) 岐阜県各務原市 各務原市総合体育館 

    ・静岡県代表  各部門２チーム 全１２チーム参加 

 

【参考】 

⑦ 第２１回 全国ソフトバレー・レディースフェスティバル 

  平成３１年度１０月２５日（金）～２７日（日） 

                 静岡県静岡市 草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ） 
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(10)ハンディキャップ部 

ア 事業報告 

１，平成２９年 ５月２８日(日) 

第１７回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選大会 

聴覚障害の部  (豊橋総合体育館) 

２，平成２９年 ６月１７日(土)～１８日(日) 

第１７回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選大会 

精神障害の部  (岐阜県内) 

３，平成２９年 ６月１７日(土) 

第２８回東海聴覚障害者体育大会  (飛騨高山ビックアリーナ) 

４，平成２９年 ９月２３日(土)～２４日(日) 

            第５１回全国ろうあ者体育大会  (このはなアリーナ) 

５，平成２９年１０月 １日(日) 

            第１８回静岡県障害者スポーツ大会「わかふじスポーツ大会」 

聴覚障害の部・知的障害の部・精神障害の部 

（このはなアリーナ） 

 

    

イ 活動方針 

①障害者の自立と社会参加の促進を図る目的の各種大会の運営協力を行う 

②連盟組織の充実を図る 

③静岡県障害者スポーツ協会との連携を深め障害者チームの強化を図り全国大会への 

出場を目指す 

  

ウ 事業計画案 

１，平成３０年 ６月１７日(日) 

第１８回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選大会 

聴覚障害の部  (大野市エキサイト広場総合体育施設体育館) 

２，平成３０年 ６月９日(土)～１０日（日） 

第１８回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選大会 

知的障害の部  (トリムパークかなづ体育館) 

３，平成３０年 ６月９日(土)～１０日(日)  

第１８回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選大会 

精神障害の部  (小浜市民体育館) 

４，平成３０年 ６月２日(土) 

第２９回東海聴覚障害者体育大会  (岡崎中央総合公園 総合体育館) 
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５，平成３０年 ９月２２日(土)～２３日(日) 

            第５２回全国ろうあ者体育大会  (熊谷スポーツ公園) 

６，平成３０年 ９月２４日(月) 

            第１９回静岡県障害者スポーツ大会「わかふじスポーツ大会」 

聴覚障害の部・知的障害の部・精神障害の部 

（このはなアリーナ） 

        ７，平成３０年１０月１３日(土)～１５日(月) 

第１７回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」 

聴覚障害の部  (大野市エキサイト広場総合体育施設体育館) 

８，平成３０年１０月１３日(土)～１５日(月) 

第１７回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」 

知的障害の部  (トリムパークかなづ体育館) 

９，平成３０年１０月１３日(土)～１５日(月) 

第１７回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」 

精神障害の部  (小浜市民体育館) 
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  （11） ヤングクラブ部 

ア 事業報告 

①平成 29 年度 審判伝達講習会 

開 催 期 日  平成 29年 5月 5日（金・祝）   

会 場  このはなアリーナ 

参 加 者  ヤング所属チーム選手・スタッフ 

②天皇杯・皇后杯静岡県ブロックラウンド チーム派遣 

開 催 期 日  平成 29年 6月 25日（日） 

会 場  このはなアリーナ 

派遣チーム  皇后杯 ヤング選抜  天皇杯 藤枝リアン 

成 績  １回戦敗退 

③第 15回静岡県ヤングクラブバレーボール優勝大会 兼 ジャパンヤングクラブカップ 

第 20 回 全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 静岡県予選  

開 催 期 日  平成 29 年 5 月 7 日（日）、7 月 2 日（日）、8 月 13 日（日） 

会 場  富士市立富士川体育館、他 

成 績   

U-14 女子の部 競技型 優勝 栄 S-Ｊｒ 準優勝 櫻駿クラブ 

 生涯型 1 部 優勝 深山ＧユースＢ 準優勝 とみおかクラブＶ 

 生涯型 2 部 優勝 深山ＧユースＡ 準優勝 東伊豆クラブＮ 

U-14 男子の部 競技型 優勝 藤枝リアン 準優勝 富士サイプレス 

 生涯型 優勝 アローズＪr清水 準優勝 UNION Jr 

U-19 女子の部 競技型 優勝 ＳＳＣ U19 準優勝 櫻駿クラブ U19 

U-19 男子の部 競技型 優勝 焼津アルマ U19 準優勝 ＵＮＩＯＮ U19 

 

④ジャパンヤングクラブカップ 

第 20 全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 チーム派遣 

開 催 期 日  平成 29 年 9 月 23 日（土）～9 月 24（日） 

会 場  大阪府立体育館・舞洲アリーナ、他 

U-14女子の部 第 1代表 栄 S-Ｊｒ 第 2代表 櫻駿クラブ 

U-14男子の部 第 1代表 藤枝リアン 第 2代表 富士サイプレス 

U-19女子の部 代表 ＳＳＣ U19   

U-19男子の部 第 1代表 焼津アルマ U19 第 2代表 ＵＮＩＯＮ U19 

成 績      

U-14女子の部 決勝Ｔ 1回戦敗退 栄 S-Ｊｒ 

 決勝Ｔ 1回戦敗退 櫻駿クラブ 

U-14男子の部 決勝Ｔ 1回戦敗退 富士サイプレス 

 2部Ｂ 準優勝 藤枝リアン 
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U-19男子の部 決勝Ｔ 準優勝 ＵＮＩＯＮ U19 

 決勝Ｔ 1回戦敗退 焼津アルマ U19 

U-19女子の部 決勝Ｔ 第三位 ＳＳＣ U19 

 

⑤第 9 回【静岡の風】 静岡県ヤングクラブバレーボール優勝大会  

開 催 期 日  平成 29 年 12 月 23 日 （土･祝） 

会 場  長岡体育館、他 

成 績  

U-14女子の部 競技型 優勝 櫻駿 HYPER 準優勝 東海クラブＢ 

 生涯型 1部 優勝 東伊豆クラブＨ 準優勝 とみおかクラブＺ 

 生涯型 2部 優勝 JOKER 準優勝 島田Ｖ6 

 生涯型 3部 優勝 富士サイプレス IW 準優勝 UNITE 

U-14 男子の部 競技型 優勝 藤枝リアン 準優勝 焼津アルマ 

 生涯型 優勝 Ｓクラブ片山組 準優勝 長泉ゴッツ 

 

⑥第 15回【アローズカップ争奪】 静岡県ヤングクラブバレーボール優勝大会 

開 催 期 日  平成 30 年 3 月 21 日（水・祝）                               

会 場  ウェルピアながいずみ、他 

成 績  

U-14女子の部 競技型 優勝 栄ＳジュニアＢ 準優勝 栄Ｓジュニア A 

 生涯型 1部 優勝 櫻駿 MAX  準優勝 とみおかクラブＺ 

 生涯型 2部 優勝 深山ユース B 準優勝 静庵俱楽部 

 生涯型 3部 優勝 深山ユース A 準優勝 三島シニア A 

U-14男子の部 競技型 優勝 藤枝リアン  準優勝 焼津アルマ 

 生涯型 優勝 東伊豆クラブ  準優勝 UNION Jr  

 

イ 活動方針 

① 連盟組織の整備充実を図る。 

② 中学校部との連携を深め、事業の広報を強化し、指導普及に努める。 

③ 大会運営に必要な人材の育成を図る 

 

ウ 事業計画 

平成 30 年度 ヤングクラブ強化指定選手選考会 

開催期日 5 月 20 日（日） 会場 特種東海製紙体育館 

平成 30 年度静岡県ヤングクラブ連盟 「強化指定選手技術習得講習会」 

開催期日 5月から 6月の(日曜夜間) 会場 中・東部地区体育館 予定 

平成 30 年度 審判伝達講習会 

開催期日 5 月 3日 （木、祝）           会場 清水蒲原体育館 
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第 16 回静岡県ヤングクラブバレーボール優勝大会 兼ジャパンヤングクラブカップ・ 

第 21 回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 静岡県予選（競技型） 

開催期日 5 月 6 日（日） 会場 三島市民体育館、他 

平成 30 年度  天皇・皇后杯 静岡県ブロックラウンド 出場選手選抜育成事業 

開催日時 5月～6月（土・日） 会場 東部及び中部地区体育館予定 

平成 30 年度  天皇・皇后杯 静岡県ブロックラウンド チーム派遣事業 

開催日時 6 月 24 日（日） 会場 このはなアリーナ 

第 21 回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会  出場チーム強化事業 

開催期日 8月～9月 会場 東部及び中部地区高等学校予定 

第 16 回静岡県ヤングクラブバレーボール優勝大会（生涯型） 

開催期日 8 月 12 日（日） 会場 三島市民体育館、他 

第 21 回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会  チーム派遣事業 

開催期日 9 月 22 日、23 日予定 会場 大阪府立体育館、他 

第 10 回【静岡の風】 静岡県ヤングクラブバレーボール優勝大会 

開催期日 12月 24 日（月・祝） 会場 三島市民体育館、他 

第 16 回【アローズカップ争奪】 静岡県ヤングクラブバレーボール優勝大会 

開催期日 Ｈ31年 3月 21日（木・祝）  会場 伊東市民体育館、他 
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５ 地区協会 

（１） 東部協会 

ア 事業報告 

① 東部選手権の開催 

[春季] 

小学生    ４／１６・２３    伊豆の国市長岡体育館 他 

中学校    ４／２９・３０    富士川総合体育館 他 

高 校    ４／１５・１６     日大三島高校 他 

ママさん   ４／２３       三島市民体育館 

一 般    ６／１９        特種東海製紙体育館 他 

[秋季] 

小学生    ８／２０・２７    韮山体育館 他 

中学校   １０／２８・２９     長泉町立長泉中学校 他 

高 校    ９／１０・１１     御殿場南高校 他 

ママさん  １１／２６       三島市民体育館 

一 般   １０／２・９       特種東海製紙体育館 他 

② 小学生関係 

第３７回 全日本バレーボール小学生大会静岡県大会東部予選  ５／１４・２１ 

ソフトバレーボール静岡県大会東部予選                 ７／２３ 

第１３回大川杯争奪東部小学生バレーボール選手権大会      ９／３・１４ 

第４６回静岡県小学生バレーボール大会東部予選          １０／１５・２２ 

第４４回静岡県小学生バレーボール選抜優勝大会東部予選     １／１４・２１ 

第２１回東部小学生大会バレーボールファイナルカップ        ２／１８ 

③ 中学校関係 

東部地区強化指定選手選考会                      １１／３ 

１年生練習会                                 １１／２３ 

④ 高校関係 

高校総体東部予選                               ５／１３・１４ 

高校１年生大会                                 ９／１７ 

                                        ※台風接近のため中止 

全日本選手権                             １０／２９、１１／３・４・５・１２ 

県高校新人戦東部予選                           １／１３・１４ 

⑤ ママさん関係 

コカ・コーラ セントラルジャパンカップ東部予選             ６／１８ 
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⑥ 一般関係 

会長杯                                    ７／３０ 

⑦ 第８回 全国ヴィンテージ８′ｓバレーボール交流大会      １０／２１・２２ 

⑧ 2017-18 Ｖ・プレミアリーグ                  １１／１８、１２／９・１０、１／２０・２１ 

                                              （三島）   （三島）   （静岡） 

 

 

イ 活動方針 

１ 競技人口の底辺拡大             ４ 競技力の向上と強化 

２ Ｖリーグ等の円滑な運営          ５ 地区選手権の充実          

３ 市町協会との連携の緊密化      ６ 役員相互の協力体制充実 

 

 

ウ 事業計画案 

① 東部選手権の開催 

[春季] 

小学生    ４／１５・２２      伊豆の国市長岡体育館 他 

中学校    ４／２８・２９      富士川総合体育館 他 

高 校    ４／１４・１５       富士宮北高校 他 

ママさん   ４／８          三島市民体育館 

一 般    ６／３・１７        特種東海製紙体育館 他 

[秋季] 

小学生    ９／２・９        冨士・富士宮地区 

中学校   １０／２７・２８      長泉町立長泉北中学校 他 

高 校    ９／８・９         御殿場南高校 他 

ママさん  １２／９          三島市民体育館 

一 般   １０／７・２１        特種東海製紙体育館 他 

② 小学生関係 

第３８回 全日本バレーボール小学生大会静岡県大会東部予選   ５／１３・２０ 

ソフトバレーボール静岡県大会東部予選                  ７／２２ 

第４７回静岡県小学生バレーボール大会東部予選           １０／７・１４ 

第１４回東部小学生バレーボール５年生選手権大会（大川杯）    １１／２５・１２／２ 

第４５回静岡県小学生バレーボール選抜優勝大会東部予選      １／１３・２０ 

第２１回東部小学生大会バレーボールファイナルカップ         ２／１７ 

③ 中学校関係 

東部地区強化指定選手選考会                       １１／３ 

１年生練習会                                  １１／２３ 
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④ 高校関係 

高校総体東部予選                            ５／１２・１３ 

高校１年生大会                              ９／２２ 

全日本選手権                              １０／２８・１１／３・４ 

県高校新人戦東部予選                         １／１９・２９ 

⑤ ママさん関係 

東部地区審判研修会                           ５／２０ 

コカ・コーライーストジャパンカップ地区予選              ６／１８ 

⑥ 一般関係 

審判伝達講習会                              ４／１１ 

会長杯                                    ７／１・１５ 

⑦ 2018-19 Ｖリーグ       
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  （２）中部協会 

 

     ア 事業報告 

① 中部選手権の開催 

   小学生（５年生の部）          10/29,11/5                               小学校 

        （６年生の部）               9/3, 10                               小学校 

   中学校（春季）               4/30,5/3・4                             中学校 

        （秋季）              10/20,11/3・4                              中学校 

   高 校                      9/9,10                  県武道館・中部地区高校 

   ママさん                        12/10                             藤枝小学校 

   クラブ                                                        未実施 

   実団                                                         未実施 

   ② ママさん関係 

 １ 中部地区ママさん連盟審判講習会                 6/4              藤枝中央小学校 

 ２ 第 41 回ｺｶｺｰﾗイーストｼﾞｬﾊﾟﾝ杯中部地区予選          6/18             藤枝中央小学校 

 ３ 第3回中部協会５市１町家庭婦人バレーボール大会   2/11            藤枝市民体育館  

③ 高校関係 

 １ 高校総体中部地区大会          5/13・14                          県武道館他 

 ２ 全日本選手権                0/29,11/3・12                       草薙体育館他 

 ３  １年生大会                    12/23                     東海大静岡翔洋高校 

       ４ 新人戦中部地区大会          1/13･14                           県武道館他 

 ５ 新人戦県大会                 1/27•28,2/4                        草薙体育館他 

④ 中学校関係 

 １ ＪＯＣ中部地区選考会          5 月          

       ２ 中部地区トレセン           11 月～２月                               中学校 

 ３ 小中交流会                     2/10                            清水飯田中学校 

⑤ 小学生関係 

       １  審判講習会                                    5/6       藤枝勤労者体育館 

 ２ 第 37 回全日本小学生バレーボール大会中部地区予選   5/14･21              小学校 

       ３ 第 8 回県中部小学生バレーボール連盟会長杯           7/2・9                小学校 

       ４ 第 29 回ソフトバレーボール大会（４年生以下）地区予選    7/30                 小学校 

       ５ 第 46 回県小学生バレーボール大会中部地区予選      10/15･22               小学校 

        ６ 第 44 回県選抜優勝大会中部地区予選                1/14･21               小学校 

７ 第 4 回中部会長杯小学生ソフトバレーボール大会             1/28                小学校 

８ 第 12回中部４年生大会                             2/4                 小学校  

  ９ 第 29回中部６年生お別れ大会                       2/18               小学校  

⑥ 県協会事業への協力 

 １ 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会静岡県ラウンド  6/25       草薙体育館  

 ２ 2017/18 V プレミアリーグ男子静岡大会                    1/20・21      草薙体育館 

62



 イ 活動方針 

     １ 中部選手権の充実、支援。 

     ２ 各専門部相互の連携。 

    ３ 役員相互の親睦。 

    ４ 市町協会との協力体制強化。 

    ５ バレーボールフェア 2018 の実施。  

 

ウ 事業計画 

① 中部選手権の開催 

   小学生（５年生の部）           10/28,11/4                               小学校 

        （６年生の部）                 9/2・9                               小学校 

   中学校（春季）               4/29・30,5/3                   吉田町総合体育館他 

        （秋季）              10/29,11/3・4                              中学校 

   高 校                        9/8･9                 県武道館・中部地区高校 

   ママさん                                                                  未定 

   クラブ                                                             未定 

   実団                                                           未定 

    ビーチ                             7/29                                   焼津 

    ② ママさん関係 

 １ 中部地区ママさん連盟審判講習会                                           未定 

 ２ 第 42 回ｺｶｺｰﾗイーストｼﾞｬﾊﾟﾝ杯中部地区予選              6/17                  未定 

 ３ 第 4 回中部協会５市１町家庭婦人バレーボール大会       2/3      吉田町総合体育館  

     ③ 高校関係 

 １ 高校総体中部地区大会         5/12•13                               高校 

 ２ 全日本選手権（決勝）            11/11                            草薙体育館 

       ３  １年生大会                    12/23                     東海大静岡翔洋高校 

 ４ 新人戦中部地区大会           1/19･20                           県武道館他 

       ５ V プレミアリーグ静岡大会への協力、ビーチ中部選手権への協力。 

④ 中学校関係 

 １ ＪＯＣ中部地区選考会                                                      5月          

       ２ 中部地区トレセン              11月～２月                             中学校 

 ３ 小中交流会については、日程調整をはかり、適宜実施する予定。 

⑤ 小学生関係 

       １  審判講習会                                     5/6      藤枝勤労者体育館 

 ２ 第 38 回全日本小学生バレーボール大会中部地区予選   5/13･20              小学校 

 ３ 第 9 回県中部小学生バレーボール連盟会長杯            7/2・9               小学校 

 ４ 第 30 回ソフトバレーボール大会（４年生以下）地区予選     7/29        吉田総合体育館 

 ５ 第 47 回県小学生バレーボール大会中部地区予選       10/14･21              小学校 

       ６ 第 45 回県選抜優勝大会中部地区予選                 1/13･20               小学校 

       ７ 第 5 回中部会長杯小学生ソフトバレーボール大会               1/27                 未 
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      ８ 第 13 回中部４年生大会                   2/3                            小学校 

      ９ 第 30 回中部６年生お別れ大会             2/17                          小学校  

⑥ 県協会事業への協力 

 １ 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会静岡県ラウンド   6/24       草薙体育館  

 ２ バレーボールフェア 2018                                   8/25        草薙体育館       

 ３ 2018/19 V リーグ男子静岡大会                                  草薙体育館 
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（３）西部バレーボール協会 

ア 平成２９年度事業報告 

①西部選手権の開催 

         小学生             ９／３       西部各地小学校体育館 

         中学校             ５／１４・２０   浜松・磐周・小笠地区 

         高校               ９／９・１０    磐田・掛川地区 

         ママさん            ９／１７（中止） 雄踏総合体育館 他 

②審判伝達講習会 

         小学生             ５／１４      森総合体育館・森小学校 

         クラブ              ５／１５      福田南島体育館 

         ママさん             ４／２       磐田市内小学校体育館ほか 2 会場 

※池谷英丈（浜松市）が９／１付けで、ビーチ特別Ａ級候補審判員に認定 

※山下泰晴（袋井市）が１１／１付けで、９人制特別Ａ級候補審判員に認定 

③小学生関係 

全日本小学生バレーボール大会 5/21・5/28    西部各地小学校・さんりーな 

         バレーボール教室      ６／１１      し～すぽ 

         スポーツ少年団交流会   ７／２       西部各地小学校体育館 

         ソフトバレーボール大会   ７／１６      磐田市総合体育館 

静岡県小学生バレーボール大会 10/15・10/22    西部各地小学校 

         指導者講習会        １１／２６      県教育会館あすなろ 

         選抜優勝大会        １／１４・２１    西部各地小学校・菊川市民総合 

         お別れ大会          １／１４       西部各地小学校 

         西部地区トレセン事業   １２月～２月    西部各地小学校体育館 

④中学校関係 

西部新人大会        10／29・11／3   浜松・磐周・小笠地区 

西部地区トレセン事業    １１月～３月    浜松・磐周・小笠地区 

⑤高校関係 

         全日本選手権予選     １０／２９～    西部地区主会場 

         新人兼県選手権予選大会 １／１３・１４   掛川地区・浜松地区 

⑥ママさん関係 

春季大会            ４／２       磐田市内小学校体育館ほか 2 会場 

夏季大会            ７／２９      磐田市アミューズ豊田 

秋季大会            １１／１９     さんりーな他 1 会場 

⑦実業団関係 

         第２４回強化練習会     ３／２５・２６   アミューズ豊田 

⑧クラブ関係 

審判伝達講習会         ４／２９    福田南島体育館 

前期クラブリーグ戦 女子   ４／２９    福田南島体育館 

前期クラブリーグ戦 男子   ５／２０    福田南島体育館 

６人制大会前期 男・女     ７／８     福田南島体育館 

後期クラブリーグ戦 男子   １０／２９   福田南島体育館 

〃       女子   １１／１１   福田南島体育館 
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６人制大会後期  男・女    １１／１８    福田南島体育館 

９人制クラブ選手権 女子   ２／２４     福田南島体育館 

９人制クラブ選手権 男子   ３／３      福田南島体育館 

⑨実業団・クラブ合同 

９人制総合選手権  男子   １２／１６    福田南島体育館 

９人制総合選手権  女子   １２／１６    会場未定 

⑩ビーチ 

ビーチバレージャパン県予選  ６／１１     大東ビーチスポーツ公園 

ビーチバレージャパンレディース県予選  6/11  大東ビーチスポーツ公園 

国民体育大会県予選      ６／１１      大東ビーチスポーツ公園 

技術講習会             ７／８        大東ビーチスポーツ公園 

ジュニア高校選手権       ７／９       大東ビーチスポーツ公園 

国民体育大会東海ブロック予選 ７／２３     大東ビーチスポーツ公園 

⑪バレーボールフェア２０１７   ８／２６        浜北体育館 

⑫チャレンジⅡ浜松大会     １１／４・５     浜北グリーンアリーナ 

                            １２／９・１０    浜北グリーンアリーナ 

                            ２／１７       引佐総合体育館 

⑬チャレンジⅡ準備会       ９月～１月    浜北グリーンアリーナ他 

⑭常任理事・理事会        ３／１７       浜北グリーンアリーナ 

 

イ 活動方針 

①競技人口の拡大    ②地区選手権の充実   ③役員相互の連携強化 

④チャレンジⅡ運営への協力と組織の確立  ⑤人選による役員選出 

  

 

ウ 平成３０年度事業計画(案) 

①西部選手権の開催 

小学生               ９／９       西部各地小学校体育館 

中学校               ５／１３・１９   浜松・磐周・小笠地区 

高校                ９／８・９     磐田・掛川地区 

ママさん             ３０年２／１７   雄踏総合体育館 他 

②審判伝達講習会 

小学生              ５／６       森総合体育館・森小学校 

クラブ               ５／１３      福田南島体育館 

ママさん             ４／８       アミューズ豊田 

③小学生関係 

全日本小学生バレーボール大会 5/20・5/27    西部各地小学校・さんりーな 

         バレーボール教室       ６／１０      し～すぽ 

         スポーツ少年団交流会    ７／１       西部各地小学校体育館 

         ソフトバレーボール大会   ７／１５      アミューズ豊田 

静岡県小学生バレーボール大会 10/14・10/21    西部各地小学校・湖西アメニティ 

指導者講習会        １１／未定     未定 

選抜優勝大会         １／１３・２０   西部各地小学校・菊川市民総合 
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お別れ大会           １／１３      西部各地小学校 

西部地区トレセン事業    １２月～２月   西部各地小学校体育館 

④中学校関係 

西部新人大会           10／28・11／3   浜松・磐周・小笠地区 

西部地区トレセン事業    １１月～３月    浜松・磐周・小笠地区 

⑤高校関係 

全日本選手権予選      １０／２８～    西部地区主会場 

新人兼県選手権予選大会  １／１９・２０   掛川地区・浜松地区 

⑥ママさん関係 

春季大会            ４／８       アミューズ豊田 

夏季大会            ７／２１      アミューズ豊田 

秋季大会            １１／１８     菊川市民総合体育館 

⑦実業団関係 

第２５回強化練習会      ３／２５・２６   アミューズ豊田 

⑧クラブ関係 

審判伝達講習会         ４／２９    福田南島体育館 

前期クラブリーグ戦 女子     ４／２９    福田南島体育館 

前期クラブリーグ戦 男子     ５／２０    福田南島体育館 

６人制大会前期  男・女    ７／８     福田南島体育館 

後期クラブリーグ戦 男子    １０／２８   福田南島体育館 

〃      女子   １１／１１    福田南島体育館 

６人制大会後期  男・女    １１／１８    福田南島体育館 

９人制クラブ選手権 女子     ２／２４    福田南島体育館 

９人制クラブ選手権 男子     ３／３     福田南島体育館 

⑨実業団・クラブ合同 

９人制総合選手権  男子   １２／１６    福田南島体育館 

９人制総合選手権  女子   １２／１６    会場未定 

⑩ビーチ 

国民体育大会県予選       ５／２７    大東ビーチスポーツ公園 

ビーチバレージャパン県予選   ６／３     大東ビーチスポーツ公園 

ビーチバレージャパンレディース県予選 ６／３ 大東ビーチスポーツ公園 

ビーチバレー講習会          ６／３０    大東ビーチスポーツ公園 

ジュニア高校選手権          ７／１     大東ビーチスポーツ公園 

東海ビーチバレー選手権大会  １０／７    大東ビーチスポーツ公園 

日本ビーチバレー連盟主管大会 10 月中旬  静岡市内 

サテライト大会            調整中     調整中 

日本ビーチバレー連盟公認大会 随時     静岡大浜海岸 

大東ビーチスポーツ公園  他 

⑪２０１８世界バレー浜松大会   9/29～10/4  浜松アリーナ 

⑫チャレンジⅡ浜松大会                浜北グリーンアリーナ 

    浜北グリーンアリーナ（未決定） 

    浜北グリーンアリーナ（未決定） 

    浜北グリーンアリーナ（未決定） 
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⑬チャレンジⅡ準備会       ９月～     浜北グリーンアリーナ他 

⑭常任理事・理事会        ７月予定    未定 

３月予定    未定 
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平成２９年度被表彰者(チーム)の御紹介 
      

１ 『東レアローズ男子バレーボール部』 

  ・2016/17 Ｖ・プレミアリーグ男子大会                     優勝 

  ・第 66回 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会              第３位 

・「愛顔つなぐ愛媛国体」バレーボール競技・成年男子の部             第３位 

・平成 29年度天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会           第３位 

 

２ 『ブレス浜松』 

    ・2016/17 Ｖ・チャレンジⅡリーグ女子大会                 準優勝 

 

３ 『群雄会』  

・平成 29 年度 全日本９人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会 準優勝 

 

４ 『マルリマスターズ』 

    ・第 17回 日本スポーツマスターズ 2017 兵庫大会バレーボール競技      優勝 

 

５  『ＵＮＩＯＮ Ｕ-１９』 

  ・第 20回 全国ヤングバレーボールクラブ優勝大会               準優勝 

 

６  『ＳＳＣ Ｕ-１９』 

  ・第 20回 全国ヤングバレーボールクラブ優勝大会                   第３位 

 

７   『青島バレーボールスポーツ少年団』 

  ・第 15回 全国スポーツ少年団バレーボール交流大会             第３位 

 

８   『山田 大貴』静岡市立清水桜が丘高等学校２年 

  ・第 15回 世界ユース男子選手権大会（Ｕ-１９）日本代表           第３位 

 

９   『伊藤 麻緒』静岡県富士見高等学校３年 

  ・第 15回 世界ユース女子選手権大会（Ｕ-１８）日本代表           第５位 

 

10  『静岡中央高等学校 男子バレーボール部』                     

  ・第４４回 全国高校定通制バレーボール大会                  第３位 

【Ｈ28・29年度 他団体による受賞者報告】 

公益財団法人 静岡県体育協会表彰 

体育章(優秀チーム章)   東レアローズ男子バレーボール部 

功労章          西郷 功  氏 

 

公益財団法人  日本バレーボール協会 

        功労者Ⅱ表彰       山本 常雄 氏 

功労者Ⅱ表彰       佐藤順一郎 氏 

 

静岡新聞社・静岡放送 スポーツ賞 

 

優秀チーム賞            東レアローズ男子バレーボール部 
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