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平成２１年３月２９日 (日)
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平成２１年度  評議員会 議題  
 
日 時  平成２１年３月２９日（日）１７：００～  
 
場 所  国際ホテル松山 会議室  
 
会議成立    確認  
 
会議資料    確認  
 
会長挨拶       中村 進 会長  
 
議題  
 １ 平成２０年度事業報告について  
      ・会議内容報告   総務委員会     笠原 総務委員長  
   ・各委員会報告   強化委員会     門田 強化委員長  
             審判委員会     長井 審判委員長  
             指導普及委員会   神野 指導普及委員長  
             競技委員会     池内 競技委員長  
 
 
 ２ 平成２０年度収支決算報告・監査報告について  
   ・収支決算報告              夏井 総務委員会経理部長  
   ・監査報告               堀内・足立 監事  
 
 
 ３ 平成２１年度事業計画について  
      ・運営基本方針               石丸 理事長  
   ・各委員会計画   強化委員会     門田 強化委員長  
             審判委員会     長井 審判委員長  
             指導普及委員会   神野 指導普及委員長  
             競技委員会     池内 競技委員長  
 
 
 ４ 平成２１年度予算案について  
      ・予算案                夏井 総務委員会経理部長  
 
 
 ５ 平成２１年度 ,２２年度愛媛県バレーボール協会役員改正について  
                                           樋野 選考委員長  
    
 
 ６ その他  
 
 
 
 
 
 



平成２０年度 第１回常任理事会議事録  
日  時    平成２０年  ６月１日（日） １７ :００～  
場  所    松前町総合福祉センター  
議  題  
 １ 審議事項  

 (1) V プレミアリーグ決算報告（資料１）                 夏井総務委員   
   夏井総務委員より、昨年度開催された V プレミアリーグの決算報告の説明があった。  

区分等の記載区分の変更はあったが、決算報告は承認された。収益は、6，292，747 円に

なった。   
(2) EVA について （資料２）                    笠原総務委員長  

    愛媛県バレーボール協会のホームページにある EVA ニュースの記事を、広く理事からも情  
報提供をしてもらうため、掲載手順書を作成し、笠原総務委員長より、その説明が成された。  

(3) 今年度の常任理事会について                   笠原総務委員長  
    笠原総務委員長より、今年度の常任理事会の開催日の案と委任状の提出などについての説  

明がなされた。  
(4) 個人登録料の配賦金について  （資料３）                石丸理事長  
   石丸理事長より、個人登録料の配賦金の運用について、規約に関する申し合わせに明記

することの説明が成された。  

 
平成２０年度 第２回常任理事会議事録  

日  時    平成２０年  ７月２７日（日） １７ :００～１９：００  
場  所    愛媛県武道館 小会議室   
議  題  
 １ 審議事項  

 (1) 国体候補選手の選考及び、強化費について（資料１～４）      門田強化委員長  
 門田強化委員長より、国体候補選手についての説明があった。その中で、少年男女の国体  
選手の選考について、県協会が選考基準をつくり、高体連がその基準に従って選考するの  
が望ましいという意見が出され、今後、強化委員会で検討することにした。強化費の配分  
について石丸理事長より説明があった。                  以上承認   

(2) 高校優秀選手について（資料５）              安川高体連専門委員長  
    安川高体連専門委員長より、高校優秀選手について説明があった。        承認  

(3) 第２２回 JOC ジュニアオリンピックについて         樋野中体連専門委員長  
     樋野中体連専門委員長より、今年度の JOC カップの選手選考等について説明があった。  
    今年度は、８月１６日（土）に最終選考会を行い、９月中に結団式を行う。選抜の選手につ  
    いては事後承認になることが承認された。  
 ２ 報告事項  

(1)  平成２０年度西日本大学バレーボール５学連男女選抜対抗戦について   三浦大学連  
上記の大会の準備の進捗状況及び、県協会への協力依頼と大会当日開催される小学生・

中学生を対象としたバレーボール教室についての報告がなされた。  

 
平成２０年度 第３回常任理事会議事録  

日  時    平成２０年  ９月２８日（日） １７ :００～  
場  所    松山市立雄新中学校 体育館会議室  
議  題  
 １ 審議事項  

 (1) 平成 20 年度Ｖプレミアリーグ開催要項について（資料１～４）      石丸理事長    
   石丸理事長より、２００８／０９Ｖプレミアリーグの開催要項についての説明がなされ

た。なお、チケット代について今年度は２日目が①高等学校の卒業式と重なる。②試合数



が１試合になることから、前売りの中学高校生と小学生を同額にすることで観客動員を図

りたいとの説明があった。  
(2) 平成 21 年度第 8 回全国社会人 9 人制バレーボール西ブロック男女優勝大会準備委員会  

について（資料５～６）                         石丸理事長  
     上記の準備委員会の発足について、石丸理事長より説明がなされた。21 年度は、大会の

再編成により西ブロック・東ブロックに分かれて男女同時開催になること、また、輪番制

で 21 年度は愛媛が開催地になることの説明があった。日程によっては、中学、高校、大

学の大会と重なることが考えられるので調整を行わなければならないことの説明があった。 
   承認  

(3) スポーツ指導者養成講座について（資料７～８）         神野指導普及委員長  
      今年度のスポーツ指導者養成講座および、全国小学生バレーボール指導者二次研修会の

日程等の説明が神野指導普及委員長より説明があった。  
 ２ 報告事項  
    (1) 第 15 回バレーボール交流大会について             神野指導普及委員長  
    10 月 5 日（日）、身体障害者福祉センターで開催されることが報告された。  

 
平成２０年度 第４回常任理事会議事録  

日  時    平成２０年１１月３０日（日） 1７ :30～19:30 
場  所    愛媛県立松山工業高等学校 会議室  
議  題  
 １ 審議事項  
   (1) ２００８／０９Ｖ・プレミアリーグについて（資料１）          石丸理事長  
    石丸理事長より、今年度のＶ・プレミアリーグが東レのホームゲームとして開催されるこ

とにより、東レの選手に以下のことに協力してもらうことの説明があった。  
①  ３月１日の試合前に小・中学校の優秀選手の表彰を行う。その際優秀選手にメダルをかけ  

るプレゼンターを東レの選手にお願いする。  
②   試合後、東レのキャプテンに挨拶をしていただく、また、選手全員に客席にサインボー  

ルを投げ込んでもらう。  
(2) 小学生優秀選手について（資料②）                久保田常任理事  

久保田常任理事より、小学生の優秀選手候補について説明があった。      承認  
 

(3) U１４クラブチャンピオンシップについて（資料③）           石丸理事長  
上記の大会の要項について、石丸理事長から説明があった。          承認  

２ 報告事項  
(1)  愛媛大学で行われている小学生を対象とするバレーボール教室の現在の状況の説明が  

福田理事からあった。今後は、中学生（特に中学生男子）にも参加を広げていきたい  
との希望が出された。  

 
平成２０年度 第５回常任理事会議事録  

日  時    平成２０年１月２５日（日） 1７ :00～19:00 
場  所    愛媛県武道館 中会議室  
議  題  
 １ 審議事項  
   (1) ２００８／０９Ｖ・プレミアリーグについて           石丸理事長  
    石丸理事長より、Ｖ・プレミアリーグの準備の進捗状況、チケットの販売状況などの説明

があった。各係ごとの打合せと委嘱状の発送などを行った。  
 



【強化委員会報告】 
平成２０年度事業報告 
１会議 

(１) 強化委員会 
平成２０年 ５月 １日 新田高等学校合宿所 
平成２０年 ６月 ３日 松前公園体育館     (少年男女三次選考) 
平成２０年 ６月 ８日 松山工業高校職員室    (少年男子四次選考) 
平成２０年 ６月１９日 新田高等学校合宿所 
平成２０年 ６月２１日 済美高等学校体育館会議室 (少年女子最終選考) 
平成２０年 ７月 ５日 愛媛県武道館会議室    （少年男子最終選考） 
平成２０年１１月１３日 新田高等学校合宿所       (９人制反省) 
平成２０年１１月２５日 松山大学御幸キャンパス        (６人制反省) 
平成２０年１１月２６日 愛媛県庁            （ヒヤリング） 
平成２１年 ３月 １日 愛媛県武道館会議室 

２競技会 
(１) 国体選手選考会 

少年男子 
平成２０年１１月１６日 松山大学御幸キャンパス(第１回練習会) 
平成２１年 ２月 １日 松山大学御幸キャンパス(第２回練習会) 
平成２１年 ３月 ８日 松山市コミセン体育館(第３回練習会兼第１回中・高連携) 

※ 第３回愛媛バレーボールフェスティバル 
少年女子 
平成２０年 ６月２１日 済美高等学校体育館 

(２) 平成２１年度国体予選会 
成年９人制男子 
平成２１年 ３月１５日 伊予市下灘体育館 
優勝 東レ愛媛 
成年９人制女子 
平成２１年 ３月１５日 伊予市下灘体育館 
優勝 松山青雲ジュピター 

(３) ＪＯＣカップ中学生県選抜選手選考会 
  平成２０年 ８月１６日 伊予市しおさい公園体育館 

３選抜チーム大会結果 
   成年６人制女子、成年９人制男女・・・国体四国ブロック予選敗退 

成年６人制男子・・大分国体 ７位 
少年男子・・・・・大分国体 ２回戦敗退（ベスト１６） 
少年女子・・・・・大分国体 ２回戦敗退（ベスト１６） 

   中学選抜・・・・・ＪＯＣカップ  
男子 決勝トーナメント１回戦敗退 
女子 予選グループ戦敗退 

 



【指導普及委員会】  
 
平成２０年度 事業報告 
 
１ 第１５回バレーボール交流大会 １０月５日(日)  
   愛媛県身体障害者福祉センターにて実施  参加者計９９名 
 
２  平成２０年度都道府県別バレーボール指導者研修会   
   実施せず 
 
３  (財)日本体育協会公認指導員養成講習会  
   １１月２９日(土)・３０日(日) １２月１３日(土)・１４日(日) 計３０時間   
   松山工業高校体育館・会議室等にて実施 参加者５６名全員資格検定試験合格 
 
４  平成２０年度全国小学生バレーボール指導者二次研修会  １２月６日(土)・７日(日)   
   川内公民館・砥部町総合公園体育館にて実施 
 
５ 平成２０年度優秀選手表彰式 高校 平成２１年１月２４日(土)   
      愛媛県武道館にて実施 
 
６ 平成２０年度優秀選手表彰式 小学校・中学校 平成２１年３月１日(日)   
      愛媛県武道館にて実施 
 
７  平成２０年度全国指導普及委員長会議・研修会 平成２１年３月７日(土)・８日(日)   
   ホテル機山館(東京)にて実施 
 
８ 愛媛県体育協会指導者資質向上連絡会議  随時参加 
 
９  愛媛県体育協会指導者連絡会議  随時参加 
 
10 (財)日本バレーボール協会総合型バレーボールクラブ育成モデル事業  
   総合型バレーボールクラブ育成モデル事業打ち合わせ会 ６月２８日 

東京都台東区立忍岡中学校にて実施 
   愛媛バレーボールクラブ運営推進委員会委員会   
    ４月１３日 ５月５日 ９月２１日 １１月３０日 １２月１４日 １＋月２５日 計６回
    愛媛県武道館会議室等にて実施 
      第１回愛媛バレーボールクラブ中学生男子強化練習会 ５月４日(日)・５日(月)   
    愛媛県武道館にて実施 参加者計１７９名 
      第２回愛媛バレーボールクラブ少年男子教室 ７月６日(日)   
    松山工業高校体育館にて実施 参加者計７６名 
   第３回愛媛バレーボールクラブ(ＪＯＣ)結団式  ９月２０日(土) 
    愛媛県武道館にて実施 参加者計５６名 
      第３回愛媛バレーボールクラブ中・高男子交流練習会  １１月１５日(土)  
    松山工業高校体育館にて実施  参加者計６０名 
      第３回愛媛バレーボールクラブ教室  １１月１６日(日) 
     松山大学体育館にて実施  参加者計１０７名 
      第１回愛媛バレーボールクラブ小・中男子交流練習会  平成２１年２月１１日(水)  
    余土中学校体育館にて実施  参加者計１０２名 
      第３回愛媛バレーボールクラブフェスティバル 平成２１年３月８日(日)   
    松山コミュニティーセンターにて実施  参加者計１１２名 
    第２回愛媛バレーボールヤングクラブ強化練習会  平成２１年３月２８日(土)・２９日(日)  
    砥部町体育館にて実施予定 
      愛媛バレーボールクラブヤングクラブ男女教室  
            11月15日(土)・16日(日)・11月29日(土)・30日(日)・12月6日(土)・7日(日) 
          平成21年1月31日(土)・2月1日(日)・2月14日(土)・15日(日) 計１０回   
    新田高校体育館にて実施  参加者計のべ約２４０名 
 
関連事業 
 
１  平成２０年度優秀選手選考会   
   小学校・中学校・高校に分かれそれぞれ実施 
２  全国ヤングクラブバレーボール男女優勝大会 ９月２０日(土)・２１日(土)  
   大阪府立門真スポーツセンター・大阪府立体育館に１チーム参加 
３  第３回愛媛県男子Ｕ－１４クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会  
      平成２１年２月１５日(日)      下灘体育館・下灘中学校体育館にて実施 
 



【審判委員会計画】 

平成 21 年度 事業計画 
  各加盟団体における審判活動の意識高揚を目指すとともに、講習会および大会運営を

通して、すべての県内審判員の資質向上を図る。また、それによって選手及び観衆のマ

ナーアップを目指すものとする。 
 １ 平成 21 年度愛媛県審判講習会 

(1) 6 人制審判講習会 4 月 12 日（日） 9:00～12:00 愛媛県立松山工業高等学校 
(2) 9 人制審判講習会 4 月 12 日（日） 13:30～16:30 愛媛県立松山工業高等学校 

２ 平成 21 年度日本バレーボール協会公認愛媛県 B・C 級審判資格取得講習会 
   4 月 12 日（日） 9:00～17:00 愛媛県立松山工業高等学校 

 ３ 講習会派遣 
  (1) 全国 9 人制伝達講習会(新潟)                     1 名 
  (2) 全国 6 人制伝達講習会(東京)                     1 名 
  (3) 四国ブロックＡ級審判員講習会(愛媛)               のべ 16 名 
  (4) V リーグ機構レフリークリニック(開催地未定)               1 名 
  (5)  A 級審判員資格取得審査講習会(大阪)                  2 名 
  (6) A 級審判員講習会（東京）                       １名 
 ４ 全国大会審判員派遣 
  《6 人制》 
   (1) 日本サマーリーグ西女１次リーグ(広島)  7/3(金)～5(日)       中矢丈士 

(2) 第 62 回全日本高校女子選手権大会(奈良)  8/2(日)～8/6(木)   安藤晋一郎 
    (3) 第 39 回全国中学生選手権大会(大分)     8/17(月)～20(木)    谷岡 淳 
   《9 人制》 
   (1) 第 29回全日本クラブカップ女子選手権大会(福岡) 7/30(木)～8/2(日) 志波大介 
    《ビーチ》 

(1) 第 20 回全日本ビーチバレー女子選手権大会(大阪) 8/20(木)～23(日) 松崎幸則 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【競技委員会報告】 
 
平成 20 年度 事業報告 
 
１ 競技会 

（１） 平成 20 年度 各種大会結果一覧表 
（２） 2008/09 Ⅴプレミアリーグ女子大会 
   （愛媛県武道館）平成 2１年２月 28 日～３月１日 
   

 2008/09 Ⅴ・チャレンジリーグ男子  愛媛県大会 
     （大洲市総合体育館）平成 21 年 2月７日（土）～２月８日（日） 
 
２ 会議・研修会 
  競技委員会会議・・・平成２０年度 県内競技委員研修会 
            200８/0９ Ⅴプレミアリーグ女子大会競技委員研修会 
 
  平成２０年度 全国競技委員長研修会   平成2１年 3 月７日～８日 



平成２０年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会結果一覧表
No1

愛媛大学

藤本・柚山
(今治北)

伊予市
五色姫

海浜公園
男子

4月～11月 女子 愛媛女子短期大学

矢野・北原
(東温)

平成20年度愛媛県6人制
バレーボールリーグ

4月～11月 松山大学
愛媛大学
他体育館

男子 愛媛大学 松山大学

2008ビーチバレージャパン
男子ジュニア選手権愛媛県大会 ７月19日(土)

一色典子・泉谷千恵子 奥村　静・正岡知花

マドンナカップ2008ビーチバレー
ジャパン女子ジュニア選手権

愛媛県大会
７月19日(土)

伊予市
五色姫

海浜公園
女子

正岡・奥村
(松山北・聖カタリナ女子)

松山・岡本
(伊予農)

ソフトバレーボールフェスタ2008 １１月２３日（日）
松山市総合

コミュニティーセンター
体育館

トリム180

平成20年度
愛媛県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ選手権大会

6月29日(日)
伊予市
五色姫

海浜公園

男子

女子

小松ひまわり

AQUA 西条レスト

岡本昌樹・濱口康司 濱村　研吾・中矢　雄二

余土のぎく

第8回全国ソフトバレーボール
メンズ交流大会愛媛県予選

６月　８日（日）

レディース

鬼瓦 桑原坊ちゃん

愛媛スポレク祭'2008 １１月９日（日）
愛媛県

総合運動
公園体育館

第10回全国ソフトバレーボール
レディース交流大会愛媛県予選

〃 〃

下記詳細

第２１回全国スポレク祭
ソフトバレーボール愛媛県予選

５月２５日（日） 菊間町総合体育館

明浜みかん＆ちりめん 余土のぎく

宇和島市総合体育館 桑原坊ちゃん 余土のぎく

波方黄桜

第21回ねんりんぴっく
ソフトバレー愛媛県予選

６月２２日（日）
松山市総合

コミュニティーセンター
体育館

別府ファミリー

小松ひまわり 波方SVA
第16回全国シルバーフェスティバル

愛媛県予選
〃 〃

味生ミラクルキッズA
第19回全国ソフトバレーボール
ファミリーフェスティバル県予選

５月１１日（日）
松山市総合

コミュニティーセンター
体育館

松山工業高等学校 5年連続21回目 東温高等学校

女子 聖カタリナ女子高等学校 17年連続3５回目 八幡浜高等学校

第40回全国高等学校選抜優勝大会
愛媛県大会

H2１年
1月24日(土)
～25日(日)

愛媛県武道館
男子

平成20年度　愛媛県高等学校
バレーボール新人大会

11月８日(土)
～９日(日)

小松高校
西条総合体育館

男子 東温高等学校

女子 聖カタリナ女子高等学校 6年連続28回目 済美高等学校

松山工業高等学校 6年連続17回目

松山工業高等学校 5年連続19回目 松山北高等学校

女子 聖カタリナ女子高等学校 6年連続32回目 東温高等学校

第62回全国高等学校総合体育大会
バレーボール愛媛県大会

5月31日(土)
～6月２日(月)

新田・松山聖陵
県松山西・松山東
松前公園体育館

男子

平成20年度　愛媛県中学生
バレーボール新人大会

H21年
1月31日(土)

～2月１日(日)

大洲市総合体育館
内子町五十崎体育館

男子 西条市立丹原東

女子 松山市立拓南中学校 9年ぶり5回目 松山市立小野中学校

松山市立余土中学校 9年ぶり8回目

今治市立菊間・大西中学校 初 西条市立東予東中学校

女子 今治市立今治南中学校 24年ぶり2回目 今治市立菊間中学校

第60回　愛媛県中学校
バレーボール総合体育大会

7月22日(火)
～24日(木)

新田高校中央体育館
愛媛県総合運動公園体育館

男子

平成20年度　愛媛県中学生
バレーボール選手権大会

5月17日(土)
～18日(日)

西条市
総合運動公園

体育館

男子 西条市立東予東中学校

女子 今治市立菊間中学校 3年ぶり7回目 松山市立勝山中学校

今治市立菊間・大西中学校 初

余土ＪＶＣ さくらガッツ

女子 福音ＪＶＣ 味生女子
１月１８・２５日

西条市東予体育館
他

男子

女子 北条ＪＶＣ

男子 味生ミラクル 丹原ＪＶＣ

福音ＪＶＣ

男子 余土男子 味生ミラクル

女子 味酒くすの木 福音ＪＶＣ

味酒くすの木

優勝チーム(回数等) 準優勝チーム

双葉小クラブ男子 味生ミラクル

女子 福音ＪＶＣ

第２8回全日本
バレーボール小学生大会

愛媛県大会
６月８・１５日（日）

松山市総合
コミュニティーセンター

愛媛ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭2008
小学生バレーボール大会

１１月２・９日
（県大会）

松山市内
小学校体育館

第１7回愛媛県小学生
バレーボール連盟会長杯
小学生バレーボール大会

大会名 実施日 会場

4月29日

第２3回
愛媛県バレーボール協会長杯

小学生バレーボール大会

4月27日 松山市立味生小学校
他



平成20年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会結果一覧表
No2

すずらん

ことぶき

カトレア

優勝のみ　　小野、とみす、今治清水、アクロス吉井

今治おんまくＡ

杉の子、レインボー

丹原ＪＶＣ

双葉小　他 小学　女子 福音ＪＶＣ 北条ＪＶＣ

双葉小　他 小学　男子 味生ミラクル

レディース ギャルソン プライド

レディースフリー 鬼瓦 AQUA

ギャルソン

シルバー 小松ひまわりA 波方アドバンス

立花フレンド

愛
媛
ス
ポ
レ
ク
祭
'
2
0
0
8

ソフトバレー １１月１1日（日）

小学生 １１月５・１２日

家庭婦人

ブロンズ TVC

10月5日

松山大学 2年連続2回目 Ｂ－LINKS

女子 済美高等学校 初優勝 今治北高等学校

ゴールド 波方SVA-1

天皇杯・皇后杯愛媛県予選 7月12日（土） 愛媛県武道館
男子

日本マスターズ2008愛媛県大会 7月 ６日(日)
愛媛県

運動公園体育館
サブ

男子 南宇和クラブ

女子 参加チーム無し

松山Ｊクラブ 2年ぶり2回目

東レ愛媛 2年連続5回目 ハリソン東芝ライティング

女子 新居浜紫ＳＨＩＫＩＢＵ 2年連続2回目 松山Vクラブ

平成20年度愛媛県9人制
バレーボール総合男女選手権大会

H21年
1月25日(日)

愛媛県総合運動
公園体育館

男子

平成20年度愛媛県6人制
バレーボール総合男女選手権大会

12月20日(土)
愛媛県総合運動

公園体育館

男子 愛媛大学

女子 愛媛大学 ６年ぶり３回目 JOC中学生選抜

松山大学 3年連続9回目

ハリソン東芝ライティング 3年ぶり3回目 愛成剛球会

女子 参加チーム無し

スーパー9・オールスターズ・
フェスティバル'08 愛媛県大会

10月11日(日)
愛媛県

運動公園体育館
サブ

男子

平成20年度全日本社会人9人制
バレーボール男女優勝大会

8月 17日(日) 砥部町総合体育館
男子 新居浜クラブ

女子 オッズ 1チームのみ

周桑クラブ 4年ぶり2回目

東レ愛媛 33年ぶり8回目 ハリソン東芝ライティング

女子 新居浜紫ＳＨＩＫＩＢＵ 1チームのみ

平成20年度全日本９人制
バレーボール総合選手権愛媛県大会

9月 21日(日)
愛媛県

運動公園体育館
メイン・サブ

男子

第6１回全日本実業団９人制
バレーボール総合選手権愛媛県大会

６月８日(日) 帝人体育館
男子 帝人松山

女子 参加チーム無し

東レ愛媛 2年連続14回目

男子 松山クラブ 5年ぶり5回目 今治くすのきクラブ

女子 松山青雲ジュピター ４年連続13回目 今治愛球会

男子 愛媛教員クラブ ４年連続9回目 天神クラブ

女子 天神クラブ 初優勝 CLUBE EHIME

余土バレークラブ１１月３日（祝）
愛媛県

総合運動公園
体育館

第28回全日本６・９人制クラブ
カップ男女選手権大会県予選

5月11日(日)

愛媛県
運動公園　体育

館
メイン・サブ

６
人
制

９
人
制

近永第4回ローソンカップ愛媛県大会

杉の子
四国大会出場

第32回テレビ愛媛杯ママさん
バレーボール愛媛県大会

9月23日（祝） 愛媛県武道館 松山南クラブ 近永

第20回全国家庭婦人バレーボール
いそじ大会愛媛大会　兼

第38回四国家庭婦人バレーボール
愛媛県大会

６月４日（水）

第39回ママさんバレーボール
愛媛県大会　兼

第38回四国家庭婦人バレーボール
愛媛県大会

５月１０日（土）
愛媛県

総合運動
公園体育館

優勝チーム(回数等) 準優勝チーム

２部 ＡＱＵＡ 城川

1部 近永

大会名 実施日 会場

第22回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会 ４月６日（日） 愛媛県武道館

生石

愛媛県
総合運動公園体育館

中央青年の家他

愛媛県
総合運動

公園体育館

雄新COＭ 今治清水（今治市）

大洲ファミリー
全国大会出場

愛媛県武道館



平成20年度 収 支 決 算 

< 収 入 の 部 >

減 摘 要 

00実2,高専4,ク28,大9,高87,中170 

0日本協会 

20県体協 , 日本協会 

0競技会参加料 

19,81預金利子 

0 

0 

0 

△ 346,

1907.

△ 5

額 増

38,00

00,00

70,84

00,00

10,19

38,48

0

0

額 決 算

84,00 30,6

00,00 20

63,64 12,3

00,00 16

30,00

38,48 14

0

0

目 予 算

録 料 30,9

助 金 20

元 金 10,4

加 料 16

収 入 5

越 金 14

入 金 

入 金 

科

1 登

2 補

3 還

4 参

5 雑

6 繰

7 繰

8 借

< 支 出 の 部 >

額 増 減 摘 要 

00,00 0競技会運営費 

89,91 389,91各委員会 

00,00 2600,00各加盟団体 ,東中南予支部費 

30,00 850,00役員 .審判派遣費 

08,00 364,00県体協 , 日本協会 ,四国連盟 

49,50 △ 50,50賞状 ,メダル 

55,00 △ 245,00 

0 △ 1500,00 

0 △ 10,292,12

32,41 △鵜 ､...謎′■ 

算

36

14,1

77

44

76

14

1

39,1

額 決

00,00

00,00

00,00

80,00

44,00

00,00

00,00

00,00

92,12

16,12

算

36

13,8

51

35

72

15

4

15

10,2

47,0

目 予

営 費 

業 費 

助 費 

遣 費 

入 金 

償 費 

弔 費 

立 金 

備 費 

計 

3 補

4 派

5 納

6 褒

7 慶

8 積

9 予

合

(収入合計 ) 4,80 5,75 1 

- (支出合計 ) 3,9 13,24 1 

892,510

0125,9収入合計から支出合計を引いた8 円を来年度に繰 り越します｡

通帳､帳簿等､適正に処理されていたことを認めます｡

平成 21年 3月 20日 代表監事 堀内 靖
萄 足立 一@



平成２１年度愛媛県バレーボール協会運営基本方針  

 

 

 １ 新役員による新体制のもと、各委員会組織を充実させるとともに委員会

  事業の活性化を図る。また、今年度開催の全国社会人９人制バレーボール

  西ブロック男女優勝大会を成功させるよう県協会あげて取り組む。  

 

 ２ 県下にある８市町の地域協会との連絡会を開催し、すべての地域協会に

  県協会への加盟を促進していく。また、えひめ国体のバレーボール開催地

  との連絡会を開催し、えひめ国体に向けての相互の連携を図る。  

 

 ３ 平成２９年度開催の「えひめ国体」においてバレーボール競技の４種目

  (成年男子、成年女子、少年男子、少年女子 )とも確実に３位以内獲得を目 

 標とし、会長直轄の組織として「Ｈ２９：特別強化委員会」を設ける。そ  

の委員会の活動として、県下のトップチームや指導者育成の拠点となる総  

合型地域スポーツクラブである『愛媛バレーボールクラブ』の活動をさら  に

充実させ、えひめ国体につながるよう競技力の向上を図る。また、小・  中・

高・成年などの年齢の枠を超えた交流することで、指導力、技術力の  向上

と共に競技者の普及に努める。  

 

 ４ 『東レ・アローズ』のホームゲームを開催し、高いレベルのバレーボー

  ルに接するとともに、多くのバレーボールファンを会場に動員し、ファン

  サービスをすることにより、収益をあげ、強化費財源を確保する。  

 

 ５ （財）日本体育協会公認指導員養成講習会を開催し、指導員の養成を図

  る。また、小中学生の指導者を対象とした県協会主催の指導者講習会を開

  催し、指導者の育成や資質向上に努める。  

 

 ６ （財）日本バレーボール協会公認Ｂ，Ｃ級審判員資格取得講習会を開催

  し、審判員の養成並びに資質向上に努める。また、各種別において審判派

  遣や講習会を開催し、幅広く審判員の養成を図る。  

 

  

 

 

 



  
           【Ｈ２９：特別強化委員会】設置について 
 
１．主旨      

・平成２９年（２０１７年）に愛媛県で開催される国民体育大会（愛媛国体）において

本県は天皇杯、皇后杯獲得を最大の目標としている。愛媛県体育協会会長も機会ある

ごとに「国体は開催するだけでは意味がない。天皇杯、皇后杯を獲得してこそ意味が

ある」と強調され、各競技団体に対し強化の指示をされている。県内アマチュアスポ

ーツの中核であり、愛媛県体育協会の有力組織である愛媛県バレーボール協会として

もこの方針に従い、また、県内スポーツの活性化に積極的に関与し天皇杯、皇后杯獲

得に貢献すべく全力で対応しなければならない。 
・その為には現行の強化体制では不十分であり早急に体制の強化を図り、関係者、支援

者など多くの方の力を結集して目的達成に努力する必要がある。 
 

２．目標 
・「愛媛国体」においてバレーボール競技の４種目(成年男子、成年女子、少年男子、少

年女子)とも確実に３位以内獲得を目標とする。（種目は現時点での予定） 
 

３．推進体制 
・愛媛県バレーボール協会内に会長直轄の組織として「Ｈ２９：特別強化委員会」を設

ける。 
・「Ｈ２９：特別強化委員会」の委員は下記の通りとする。 
     ・委員長     会長 
     ・副委員長    副会長、理事長、強化委員長 
     ・委員      若干名（各連盟からも選出） 
     ・オブザーバー  愛媛県教育委員会（バレ－ボール担当） 
・「Ｈ２９：特別強化委員会」の中に下部組織として、種目別委員会を設ける。 
・種目別委員会は「成年男子委員会」、「成年女子委員会」、「少年男子委員会」、「少年女

子委員会」の４つの委員会とする。 
・種目別各委員会の委員は下記の通りとする。 

   ・リーダー 
 ・サブリーダー 
・スタッフ（若干名） 
 

４．今後の進め方 
・平成２１年度愛媛県バレーボール協会評議員会で承認されると早急に委員の人選、活

動計画を決め、体制が整ったところからスタートする。 
・委員の人選、活動計画については決まり次第直近の常任理事会で報告する。また、活

動状況についてはその都度常任理事会の席で報告する。 
                                   



【強化委員会計画】 
平成２１年度 基本方針 

 平成２９年度開催の『えひめ国体』においてバレーボール競技の４種目 (６人制成

年男子、６人制成年女子、少年男子、少年女子 )とも３位以内獲得を目標とし、今年

度新設される会長直轄の組織である『Ｈ２９：特別強化委員会』と連携・協力し、

強化推進を図る。  
平成１８年度にスタートし４年目を迎える県下のトップチームや指導者育成の拠点とな

る総合型地域スポーツクラブである『愛媛バレーボールクラブ』の活動をさらに充

実させ、えひめ国体につながるよう競技力の向上を図る。また、小・中・高・成年

などの年齢の枠を超えた交流することで、指導力、技術力の向上にも努め、一貫指導

体制のもと、２０１７年開催の愛媛国体に向けて監督、選手を育成すると共に、今年度開催の新

潟国体の出場権の獲得を目指す。 
 
国体強化種別担当者 

  成年６人制男子担当・・・福田 隆  (愛媛大学) 
  成年６人制女子担当・・・岡本 康宏 (松山大学) 
  成年９人制男子担当・・・福吉 力 (東レ愛媛) 
  成年９人制女子担当・・・大西 六二 (松山青雲ジュピター) 
  少年男女総括   ・・・安川 孝司 (東温高校) 

少年男子担当   ・・・門田 典久 (新田高校) 
  少年女子担当   ・・・田中 義則 (八幡浜高校) 
  ビーチ担当    ・・・友沢 公志 （Ｂ－ＬＩＮＫＳ） 
 
 関連事業 
  少年男子選考会兼第１回練習会  平成２１年６月１４日(日) 松山大学御幸キャンパス 
  少年女子選考会         平成２１年６月下旬予定 (四国選手権終了後) 
  ＪＯＣ杯中学生県選抜選手選考会 平成２１年８月中旬予定 
  国民体育大会第３０回四国ブロック大会 平成２１年８月２２日２３日 徳島市・小松島市 

国民体育大会四国ブロック大会（ビーチ）平成２１年８月２日 鳴門市 
国民体育大会 平成２１年１０月２日～５日（６人制・９人制・少年男子・少年女子） 
       平成２１年９月２８日～３０日（ビーチ） 
※９人制・・・魚沼市 ６人制・・・小千谷市・長岡市 ビーチ・・・上越市 
少年男子第２回練習会（兼中学・高校・成年連携） 平成２１年１１月１５日（日） 
                     松山大学御幸キャンパス（予定） 
少年男子第３回練習会（兼中学・高校・成年年連携）平成２２年２月１４日（日） 
                     松山大学御幸キャンパス（予定） 
成年９人制国体予選 

  男子 平成２２年度国体予選会 平成２２年２月下旬・会場未定 
  女子 平成２２年度国体予選会 平成２２年２月下旬・会場未定 



【指導普及委員会】  
 
平成２１年度  基本方針 
 
  １８年度、６月に(財)日本バレーボール協会が実施している総合型バレーボールクラブ育成モデル事
業に参入でき、「愛媛バレーボールクラブ」を設立することができた。４年目となる本年度は、予算を
県協会の補助を受ける必要と県協会に設置計画されている特別強化委員会とタイアップして、目標であ
る２０１７年国体開催に向けての競技力強化のため「愛媛バレーボールクラブ」をより一層アピールし、
「教室」・「フェスティバル」・「練習会」・「ヤング男女教室」の実施内容を充実させ、一貫指導体
制を構築していく。また、成年男女６人制のトップチームのクラブ育成をめざして検討していく。 
 昨年度より強化型に移行された「全国ヤングクラブバレーボール男女優勝大会」や２１年度からブロ
ック大会、２２年度から全国大会が計画されている「男子Ｕ－１４クラブチャンピオンシップ男子バレ
ーボール大会」などを利用し、ヤングクラブの普及発展を支援しながら、国体開催に向けての競技力強
化につなげていく。 
 (財)日本体育協会公認指導員養成講習会を実施し、公認指導者の育成や資質を向上させる。 
 地域や関係団体との連携を密にし、地域協会や関係団体独自の研修会や講習会が実施できるよう支援
していき、地域クラブの育成や指導普及活動を活性化していく。 
 
 
平成２１年度 事業計画 
 
１ 第１６回バレーボール交流大会 １０月４日(日) 愛媛県身体障害者福祉センター 
 
２  平成２１年度都道府県別バレーボール指導者研修会  未定 
 
３  (財)日本体育協会公認指導員養成講習会 計３０時間  松山工業高校体育館・会議室等 
 
４ 平成２１年度優秀選手表彰式 高校 平成２２年２月６日(土) 愛媛県総合運動公園体育館  
 
５ 平成２１年度優秀選手表彰式 小学校・中学校 平成２２年２月２１日(日) 愛媛県武道館  
 
６  平成２１年度全国指導普及委員長会議・研修会 平成２２年３月６日(土)・７日(日)  東京 
 
７ 愛媛県体育協会指導者資質向上連絡会議  随時参加 
 
８  愛媛県体育協会指導者連絡会議  随時参加 
 
９ 愛媛バレーボールクラブ活動計画  
   愛媛バレーボールクラブ運営推進委員会委員会  計６回 愛媛県武道館会議室等 
      第２回愛媛バレーボールクラブ中学生男子強化練習会  
                     ５月４日(月)・５日(火) 愛媛県総合運動公園体育館 
      第３回愛媛バレーボールクラブ少年男子教室   ７月５日(日)  新田高校体育館 
   第４回愛媛バレーボールクラブ(ＪＯＣ)結団式   ８月下旬   
      第４回愛媛バレーボールクラブ教室       １１月１４日(土)  新田高校体育館 
      第４回愛媛バレーボールクラブ中・高男子交流練習会  11月15日(日) 松山工業高校体育館 
      第２回愛媛バレーボールクラブ小・中男子交流練習会   
                                                 平成２２年２月１１日(木) 余土中学校体育館 
      第４回愛媛バレーボールクラブフェスティバル  平成２２年３月６日(土)  愛媛県武道館 
    第３回愛媛バレーボールヤングクラブ強化練習会   
                    平成２１年３月２７日(土)・２８日(日) 愛媛県武道館 
 
10 平成２１年度全国小学生バレーボール教室・指導者研修会  
                                      １２月２６日(土)・２７日(日)  砥部町総合公園体育館 
 
関連事業 
 
１  平成２１年度優秀選手選考会  小学校・中学校・高校に分かれそれぞれ実施 
 
２  全国ヤングクラブバレーボール男女優勝大会 ９月１９日(土)・２０日(日)  
                       大阪府立門真スポーツセンター・大阪府立体育館 
 
３ 自然体バレー ｉｎ えひめ               １２月５日(土) 愛媛県総合運動公園体育館 
                            ６日(日)  砥部町総合公園体育館 
 



【審判委員会報告】 

平成 20 年度 事業報告 
 １ 平成 20 年度愛媛県審判講習会 

(1) 6 人制審判講習会 4 月 13 日（日） 9:00～12:00 愛媛県立松山工業高等学校 
(2) 9 人制審判講習会 4 月 13 日（日） 13:00～16:00 愛媛県立松山工業高等学校 

参加者合計 40 名 
 ２ 講習会派遣 
  (1) 全国 9 人制伝達講習会(大分)                     2 名 
  (2) 全国 6 人制伝達講習会(東京)                     1 名 
  (3) 四国ブロックＡ級審判員講習会(愛媛)               のべ 16 名 
 (4)  A 級候補審判員講習会(大阪)                      2 名 

  (5)  B 級審判員講習会(大阪)                        2 名 
  (6) V リーグ機構レフリークリニック(愛知)                 1 名 
  (7) 技術統計公認判定員四国ブロック資格取得講習会(愛媛)         11 名 
 ３ 資格認定 

(1)  A 級候補審判員講習会(大阪)へ、本県より門田典久さん・片上くるみさんを派遣

し、A 級審判員に認定された。 
(2)  技術統計公認判定員四国ブロック資格取得講習会(愛媛)を、本県から浅岡龍一さ

ん・松崎幸則さん・田中一美さん・菊池美紀さん・小池良太さん・田中優子さん・

橋本直子さん・芦原真以佳さん・大田靖子さん・江頭耕輔さん・安田舞子さんが受

講し、公認判定員に認定された。 
４ 審判員派遣 

   第 28 回全日本小学生大会(東京)をはじめ、各種全国大会へ、A 級審判員を中心に派

遣した。 
 



【競技委員会計画】 
 
平成 2１年度 基本方針 
 愛媛県民のより多くのバレーボール愛好家が、より多くの大会の参加の機会を増やすことを進め

る。その実現のため、新規開催される大会を含む現状の把握と今後のあり方について検討する。 
 昨年度よりスタートする、個人登録制度の周知徹底と、大会申し込みとチェック体制の確立（Ｍ

ＲＳシステムとの連携と研究）、広報委員への大会結果連絡を電子データー化し、協会ホームペー

ジへの速やかな結果掲載などＩＴ化をより推進する。 
また、第 8 回社会人西ブロック男女優勝大会（平成 21 年 10 月 9 日～10 月 12 日） 

2009/10 Ⅴプレミアリーグ女子松山大会（平成 22 年２月 20 日～2 月 21 日）の開催に尽力する。 
  
平成 21 年度 事業計画 
１ 競技会 

（１）各種県内大会 
平成 21 年度 各種大会日程一覧表参照（別紙） 

 
（２）全国大会 

第 8 回社会人西ブロック男女優勝大会 
（会場）愛媛県総合運動公園体育館・松山市総合コミュニティーセンター体育館 
平成 21 年 10 月 9 日～10 月 12 日 

 
（３）Ⅴプレミアリーグ・Ⅴチャレンジリーグ 

2009/10 Ⅴプレミアリーグ女子松山大会 
（会場）愛媛県武道館  平成 22 年２月 20 日～2 月 21 日 
   
 

 
２ 会議・研修会 
  （１）愛媛県競技委員会を 4 回程度実施する。 
  （２）平成 21 年度 全国競技委員長研修会 平成 22 年 3 月  予定 
 
３ 申し合わせ事項 
  （１）愛媛県バレーボール協会各種大会の大会要項は、愛媛県バレーボール協会ホームページに

掲載されています。 
     各種大会に参加希望チームはホームページに掲載された大会要項をご覧の上、申し込みを

してください。 
  



平成21年度国内競技会日程　一覧

競技会名 都道府県 開催地

1 第61回全日本実業団女子選手権大会 7/3 (金) ～ 7/6 (月) 石川 金沢市 7/3 (金) 6/3 (水) 6/7 (日)

2 第62回全日本実業団男子選手権大会 7/23 (木) ～ 7/26 (日) 三重 伊勢市 7/23 (木) 6/10 (水) 6/21 (日)

3 第29回全日本クラブカップ女子選手権大会 7/30 (木) ～ 8/2 (日) 福岡 久留米市 7/30 (木) 7/1 (水) 7/5 (日)

4 第40回 全国ママさんバレーボール大会 8/6 (木) ～ 8/9 (日) 静岡 浜松市 8/6 (木)

5 第29回全日本クラブカップ男子選手権大会 8/13 (木) ～ 8/16 (日) 大阪 大阪市 8/13 (木) 7/15 (水) 7/19 (日)

6 第9回　マスターズ大会 9/19 (土) ～ 9/22 (火) 静岡 浜松市 9/19 (土) 7/21 (火) 8/9 (日)

7 第64回　国民体育大会 10/2 (金) ～ 10/5 (月) 新潟 魚沼市 10/2 (金) 9/1 (火) 9/6 (日)

8 第8回全国社会人西ブロック　男女優勝大会 10/9 (金) ～ 10/12 (月) 愛媛 松山市 10/9 (金) 9/9 (水) 9/13 (日)

9 第8回全国社会人東ブロック　男女優勝大会 10/15 (木) ～ 10/18 (日) 埼玉 熊谷市 10/15 (木) 9/16 (水) 9/20 (日)

10 第79回全日本総合男子選手権大会 11/20 (金) ～ 11/23 (祝) 福岡 北九州市 11/20 (金) 10/21 (水) 10/25 (日)

11 第78回全日本総合女子選手権大会 11/20 (金) ～ 11/23 (祝) 秋田 秋田市 11/20 (金) 10/21 (水) 10/25 (日)

12 第5回 LAWSON　CUP 3/25 (木) ～ 3/28 (日) 北海道 札幌市 3/25 (木)

1 第58回黒鷲旗 全日本男女選抜優勝大会 5/1 (金) ～ 5/6 (水) 大阪 大阪市 5/1 (金) 4/2 (木) 4/11 (土)

2009 Vサマーリーグ　　1次リーグ　 　　東男 7/16 (木) ～ 7/18 (土) 茨城 （つくば市）

東女 7/10 (金) ～ 7/12 (日) 東京 （府中市）

西男 7/3 (金) ～ 7/5 (日) 大阪 （枚方市）

西女 7/3 (金) ～ 7/5 (日) 広島 （広島市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　決勝リーグ 9/12 (土) ～ 9/13 (日) 神奈川 藤沢市

3 第42回全日本実業団男女優勝大会 7/10 (金) ～ 7/13 (月) 島根 出雲市 7/10 (金) 6/17 (水) 6/21 (日)

4 第62回 全日本高校男子選手権大会 7/28 (火) ～ 8/1 (土) 奈良
大和郡山市・
桜井市・香芝市 7/28 (火) 6/30 (火) 7/5 (日)

5 第62回 全日本高校女子選手権大会 8/2 (日) ～ 8/6 (木) 奈良
大和郡山市・
桜井市・香芝市 8/2 (日) 6/30 (火) 7/5 (日)

6 第29回全日本クラブカップ男子選手権大会 8/6 (木) ～ 8/9 (日) 北海道 苫小牧市 8/6 (木) 7/15 (水) 7/18 (土)

7 第29回全日本クラブカップ女子選手権大会 8/6 (木) ～ 8/9 (日) 北海道 千歳市 8/6 (木) 7/15 (水) 7/18 (土)

8 第29回全日本小学生大会 8/11 (火) ～ 8/14 (金) 東京 東京 8/11 (火) 7/9 (木) 7/21 (火)

9 2009東西インカレ男子王座決定戦 未定 ～ 未定

10 第36回 全国高等学校定時制･通信制大会 8/4 (火) ～ 8/7 (金) 神奈川 平塚市 8/4 (火) 6/30 (火) 7/4 (土)

11 第39回全日本中学校選手権大会 8/17 (月) ～ 8/20 (木) 大分 別府市・大分市 8/17 (月)

12 第44回 全国高等専門学校体育大会 8/22 (土) ～ 8/23 (日) 長崎 佐世保市 8/21 (金) 7/31 (金) 8/21 (金)

13 第12回全国ヤングクラブ優勝大会 9/26 (土) ～ 9/27 (日) 大阪 大阪市・門真市 9/26 (土)

14 第64回　　国民体育大会 10/2 (金) ～ 10/5 (月) 新潟 小千谷市・長岡市 10/2 (金) 9/1 (火) 9/6 (日)

15 第62回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　男子大学選手権大会

第56回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　女子大学選手権大会
11/30 (月) ～ 12/6 (日) 東京他 東京・他 11/30 (月)

16 第12回全日本男女学生選抜・東西対抗戦 未定 ～ 未定

17 第23回全国都道府県対抗中学大会 12/25 (金) ～ 12/28 (月) 大阪 大阪市・貝塚市 12/25 (金)

18 2009/10　Ｖ・プレミアリーグ 11/28 (土) ～ 4/11 (日) 全国各地

19 2009/10　Ｖ・チャレンジリーグ 11/28 (土) ～ 3/21 (日) 全国各地

第30回6人制バレーボール選抜男女リーグ 1/16 (土) ～ 3/14 (日) 全国各地

　　　　〃　　　プレーオフ ～ 未定

21 第41回　全国高等学校選抜優勝大会 3/20 (土) ～ 3/26 (金) 東京 東京

22 2009/10 Vチャレンジマッチ ～ （公募）

平成21年度　天皇杯・皇后杯
全日本６人制バレーボール選手権大会 4月 ～ 7月

ブロックラウンド 9月 ～ 10月 全国各地

セミファイナルラウンド 11月 - -

ファイナルラウンド 12/17 (木) ～ 12/20 (日) 東京 東京

1 第20回全日本ビーチバレー女子選手権大会 8/20 (木) ～ 8/23 (日) 大阪 岬町（淡輪） 8/20 (木) 7/29 (水) 8/1 (土)

2 ビーチバレー・大学選手権　（仮称） ～ 8/6 (木) 7/15 (水) 7/19 (日)

3 第8回全日本ビーチバレーｼﾞｭﾆｱ男子選手権大会 8/6 (木) ～ 8/9 (日) 大阪 阪南市 8/6 (木) 7/15 (水) 7/20 (月)

4 ビーチバレージャパン女子ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 8/13 (木) ～ 8/16 (日) 愛媛 伊予市 8/13 (木) 7/22 (水) 8/10 (月)

5 第23回 ビーチバレージャパン 8/13 (木) ～ 8/16 (日) 神奈川 藤沢市 8/13 (木) 7/22 (水)

6 第64回　　国民体育大会 9/28 (月) ～ 9/30 (水) 新潟 上越市 9/27 (日) 9/1 (火) 9/6 (日)

1 第20回 全国ソフトバレー･ファミリーフェスティバル 7/31 (金) ～ 8/2 (日) 長野 大町市 7/31 (金) 6/30 (火)

2 第22回 全国スポーツレクリエーション祭 10/17 (土) ～ 10/20 (火) 宮崎 宮崎市 10/17 (土) 7/10 (金)

3 第17回 全国ソフトバレーシルバーフェスティバル 10/9 (金) ～ 10/11 (日) 岡山 美作市 10/9 (金) 7/31 (金)

時点

ビ

ー

チ

ソ
フ
ト

※開催期間は、開会式から閉会式までの期間である。(国体を除く） H21.1.27

開　催　期　間 開 会 式 締 切 日 抽 選 日

９

人

制

20

2

６

人

制

23

都道府県予選会



県申込締切日 四国大会期間 四国会場 全国大会期間 全国会場 競技委員長 審判委員長

5月11日（月） 樋野　慎平 谷岡　淳

高知県
8月17日（月）
～8月20日

（木）

大分県
別府市

樋野　慎平 谷岡　淳

Ｈ22
1月15日（金）

Ｈ22
3月20日（土）
～21日（日）

香川県
丸亀市

樋野　慎平 谷岡　淳

6月19日(金)
～21日(日)

愛媛県
松山市

男子 7月28日(火)
　～8月1日(土)
女子 8月2日(日)
　　　  ～6日(木)

奈良県大和郡山市・
桜井市・香芝市

渡部　一行 長井　成明

12月25日(金)
～26日(土)

徳島県
徳島市

渡部　一行 長井　成明

H21年
3月20日(土)
～26日(金)

東京都 池内　秀企 長井　成明

５月1日（金）
7月31日（金）
～　8月3日

（月）

長野県
大町市

木村　栄志 大早　　稔

〃
10月９日（金）

～10月11日（日）
岡山県
美作市

木村　栄志 大早　　稔

未定
9月5日（土）

　　～7日（月）
北海道
旭川市

木村　栄志 大早　　稔

6月４日（木）
10月17日（土）
　～20日（火）

宮崎県
宮崎市

木村　栄志 大早　　稔

５月14日（木）
10月23日（金）
　～25日（日）

山形県
酒田市

木村　栄志 大早　　稔

〃 〃 〃 木村　栄志 大早　　稔

10月29日（木） １月18日（日）
香川県

善通寺市
木村　栄志 大早　　稔

未定 木村　栄志 大早　　稔

和田　善江 滝本マリ子

8月6日（木）
　～8月9日

（日）

静岡県
浜松市

和田　善江 滝本マリ子

和田　善江 滝本マリ子

和田　善江 滝本マリ子

和田　善江 滝本マリ子

和田　善江 滝本マリ子

H21
3月25日（木）
～２８日（日）

北海道
札幌市

和田　善江 滝本マリ子

新矢　一仁 中矢　雄二

ー ー
8/6～9

8/13～16
阪南市
伊予市

新矢　一仁 中矢　雄二

愛媛スポレク祭'2009

ソフトバレーボールフェスタ2009

〃
第17回全国シルバーフェスティバル

愛媛県予選

第22回ねんりんぴっく
ソフトバレー愛媛県予選

第22回全国スポレク祭
ソフトバレーボール愛媛県予選

第9回全国ソフトバレーボール
メンズ交流大会愛媛県予選

第11回全国ソフトバレーボール
レディース交流大会愛媛県予選

相原竜也 石田泰忠

相原竜也 石田泰忠

７月２５日
～２６日

12月24日 相原竜也

石田泰忠

石田泰忠

東京都

相原竜也

10月4日

5月10日
高知県
南国市

8月11日（火）
～8月14日

（金）

4月26日

4月29日
3月24日

会場

西条市
総合運動公園

体育館

H22年2月6日(土)
～7日(日)

第24回
愛媛県バレーボール協会長杯

小学生バレーボール大会

第29回全日本
バレーボール小学生大会

愛媛県大会

愛媛ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭2009
小学生バレーボール大会

大　　会　　名 実施日

砥部町総合公園
体育館他

松山市総合コミュニ
ティーセンター体育館

他
６月１４日、２１日、２８日

１１月１日、８日

男　吉田町ふれあい
　　　運動公園体育館
女　鬼北総合体育館

愛媛県総合
運動公園体育館

大洲市体育館他

男女　松前町体育館(3・4日)
男　　新田・聖陵(2日)
女　　松山東・西(2日)

7月21日(火)
～23日(木)

5月16日(土)
～17日(日)

第61回　愛媛県中学校
バレーボール総合体育大会

平成2１年度　愛媛県中学生
バレーボール新人大会

H22年1月30日(土)
～1月31日(日)

西条市東予体育館他

新田高校中央体育館
愛媛県総合運動公園体育館

大洲市総合体育館
内子町五十崎体育館

平成2１年度　愛媛県中学生
バレーボール選手権大会

第18回愛媛県小学生
バレーボール連盟会長杯
小学生バレーボール大会

１月１７日、２４日

第62回　愛媛県高等学校
バレーボール総合体育大会

平成20年度　愛媛県高等学校
バレーボール新人大会

第40回全国高等学校バレーボール
選抜優勝大会愛媛県大会

6月6日(土)
～6月8日(月)

11月7日(土)
～８日(日)

未定

6月14日(日)

5月24日(日）

第20回全国ソフトバレーボール
ファミリーフェスティバル県予選

5月10日(日)

１０月４日（日）

１１月２３日（祝）

〃

松前町体育館

〃

松前町体育館11月８日(日)

未定

松山市総合
コミュニティーセンター

体育館

〃

未定

宇和島市総合体育館

第5回ローソンカップ愛媛県大会

第23回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会

第40回ママさんバレーボール
愛媛県大会　兼

第39回四国家庭婦人バレーボール
愛媛県大会

第21回全国家庭婦人バレーボール
いそじ大会愛媛大会　兼

第39回四国家庭婦人バレーボール
愛媛県大会

第33回テレビ愛媛杯ママさん
バレーボール愛媛県大会

未定

４月５日（日）

５月１０日（日）

６月７日（日）

愛媛県武道館

愛媛県
総合運動

公園体育館

アリーナ土居

愛媛県
総合運動

公園体育館

愛媛県総合運動
公園体育館

中央青年の家他

愛媛県総合運動
公園体育館

伊予市しおさい体育
館他

愛媛県
総合運動

公園体育館

平成21年度　　愛媛県バレーボール協会　各種大会日程　一覧表

6月28日(日)

９月２３日（祝）

愛媛県スポーツレクリェーション祭
2009家庭婦人バレーボール大会

第38回家庭婦人バレーボール
総合親善大会

１１月３日（祝）

平成20年度
愛媛県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ選手権大会

伊予市五色姫
海浜公園

伊予市五色姫
海浜公園

第６回 Men'sｶｯﾌﾟ2007ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ男子ｼﾞｭﾆｱ選手権愛媛県大
会

第11回ﾏﾄﾞﾝﾅｶｯﾌﾟ2007ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ女子ｼﾞｭﾆｱ選手権愛媛県大
会

７月５日(日)



県申込締切日 四国大会期間 四国会場 全国大会期間 全国会場 競技委員長 審判委員長

7月25日（土）
　～26日（日）

高知県
春野市

６人制男子
8/6～9

６人制女子
8/6～9

９人制男子
8/ 13～ 16
９人制女子
7/30～8/2

６人制男子
苫小牧市（北海道）

６人制女子
千歳市（北海道）

９人制男子
大阪市（大阪府)

９人制女子
久留米市(福岡県)

志波　大介

男子
7/ 23～ 26

女子
7/3～6

男子
伊勢市(三重県)

女子
金沢市(石川県)

６月17日(水)
9月19日（木）
～　9月22日

（火）
浜松市（静岡県） 渡辺　昭夫 長井　成明

6月24日（水）
９月５日（土）
　～６日（日）

香川県
高松市

池内　秀企 長井　成明

7月29日(水)
10月9日（金）
～　10月12日

（月）
愛媛県松山市 池内　秀企 長井　成明

8月26日(水)

男子
11/ 20～ 23

女子
11/20～23

男子
福岡市(福岡県)

女子
秋田市(秋田県)

池内　秀企 長井　成明

12月3日(水) 池内　秀企 長井　成明

H22年
1月　6日(水)

池内　秀企 長井　成明

秋川　哲一 長井　成明

三浦　累美 長井　成明

俵　尚申 池内　裕二

池内　秀企 長井　成明

愛媛県
松山大学

愛媛県
運動公園体育館

メイン・サブ

伊予市しおさい
体育館

松山市総合
コミュニティーセンター

体育館
下灘体育館

愛媛県９人制総合
男女選手権大会

大　　会　　名

第29回全日本６・９人制クラブ
カップ男女選手権大会県予選

全日本９人制実業団
男子(第62回)・女子(第６1回)

選手権大会県予選

第９回マスターズ大会
愛媛県予選

天皇杯・皇后杯愛媛県予選

第８回全国社会人西ブロック
男女優勝大会県予選

全日本９人制総合
男子(第79回)・女子(第78回)

選手権大会県予選

愛媛県６人制総合
男女選手権大会

200９/10　Ⅴ・プレミアリーグ女
子　　愛媛県大会

Ｈ２２　2月20日（土）
～2月21日（日）

愛媛県６人制バレーボール
男子リーグ

愛媛県６人制バレーボール
女子リーグ

四国大学バレーボールリーグ
秋季大会

10月16日（金）〜18日（日）

愛媛県武道館

実施日

5月３１日(日)

未定

7月 ５日(日)

7月11日（土）

8月 16日(日)

9月 20日(日)

12月19日(土)

H22年
1月24日(日)

６月～１１月

６月～１１月

松山大学
愛媛大学
体育館

松山東雲短期大
学・女子大学体育

館

愛媛県
運動公園体育館

メイン・サブ

愛媛県武道館

平成　2１　年度　　愛媛県バレーボール協会　各種大会日程　一覧表

愛媛県
運動公園体育館

メイン・サブ

会場

未定

愛媛県
運動公園体育館

サブ



　　平成21年度　　予　　　　算　　　　書　　（案）

＜ 収 入 の 部 ＞

　 　科　　  目 20年度決算額 21年度予算額 増 減 摘　　　　　要

　１　登　録　料 3,063,800 3,033,800 △ 30,000 実2,高専4,ク29,大9,高87,中170

　２　補　助　金 200,000 0 △ 200,000

　３　還　元　金 1,237,084 1,019,711 △ 217,373 県体協，日本協会個人登録料

　４　参　加　料 160,000 0 △ 160,000

　５　雑　収　入 1,019 1,000 △ 19 預金利子

　６　繰　越　金 143,848 892,510 748,662

　７　繰　入　金 0 0 0

　８　借　入　金 0 0 0

　　合　　　計 4,805,751 4,947,021 141,270

＜  支 出 の 部 ＞

　 　科　　  目 20年度決算額 21年度予算額 増 減 摘　　　　　要

　１　運　営　費 360,000 0 △ 360,000

　２　事　業　費 1,418,991 2,150,000 731,009 委員会

　３　補　助　費 770,000 748,000 △ 22,000 加盟団体、支部

　４　派　遣　費 443,000 411,000 △ 32,000 役員・審判派遣費

　５　納　入　金 760,800 760,800 0 県体協，四国連盟

　６　褒　償　費 144,950 150,000 5,050 優秀選手賞状，メダル

　７　慶　弔　費 15,500 20,000 4,500

　８　積　立　金 0 0 0

　９　予　備　費 0 707,221 707,221

　10　繰　越　金 892,510 0 △ 892,510

　　合　　　計 4,805,751 4,947,021 141,270



内　　　訳

　　科　　　目 20年度決算額 21年度予算額 増 減 摘　　　要

　２　事　業　費 1,418,991 2,150,000 731,009

強化委員会 100,000 100,000 0

指導普及委員会 200,000 200,000 0 委員長会議派遣費含む

審判委員会 200,000 200,000 0 委員長会議派遣費含む

競技委員会 230,000 230,000 0 委員長会議派遣費含む

総務委員会 50,000 50,000 0 会議費含む

総務委員会広報費 400,950 420,000 19,050 ホームページ

総務委員会事務局費 136,741 150,000 13,259 評議員会資料，通信連絡費ほか

愛媛ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ運営費 101,300 0 △ 101,300

特別強化委員会 0 800,000 800,000 愛媛ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ運営費含む

　３　補　助　費 770,000 748,000 △ 22,000

実　連 5,000 5,000 0 日本協会からの還付金

高専連 5,000 5,000 0 日本協会からの還付金

クラブ連 50,000 50,000 0 日本協会からの還付金

学　連 18,000 18,000 0 日本協会からの還付金

高体連 74,000 100,000 26,000 日本協会からの還付金

中学連 77,000 80,000 3,000 日本協会からの還付金

小学連 31,000 30,000 △ 1,000 日本協会からの還付金

ビーチ連 30,000 5,000 △ 25,000 日本協会からの還付金

ソフト連 30,000 5,000 △ 25,000 日本協会からの還付金

支部費 450,000 450,000 0

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
実連・高専登録料 30,000 5,000*6
日本実連負担金 20,000 日本実連
高体連負担金 2,000
実連・高専運営費 8,000

合　　計 30,000 30,000

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
クラブ連登録料 140,000 5,000*28
日本クラブ連負担金 30,000 日本クラブ連盟
四国ｸﾗﾌﾞ連負担金 20,000 四国クラブ連盟
クラブ連運営費 90,000

合　　計 140,000 140,000

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
学連登録料 18,000 2,000*9
学連運営費 18,000

合　　計 18,000 18,000

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
高体連登録料 226,200 2,600*87
全国高体連委員長会 35,000 大阪
高体連負担金 87,000 全国高体連専門部
高体連運営費 104,200

合　　計 226,200 226,200

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
中学連登録料 510,000 3,000*170
JOC杯強化 400,000
中学連運営費 110,000

合　　計 510,000 510,000



 愛媛県バレーボール協会役員改正について  

 

    会   長   中村 進  

 

  監   事   足立 一志  

                      秋川 哲一  

 

  理 事 長   石丸 靖  

  

  総務委員長   笠原 正直  

  

  強化委員長   門田 典久  

  

  指導普及委員長   神野 和幸  

  

  審判委員長   長井 成明  

 

  競技委員長   池内 秀企  

 

 

 

 




