
期　日 平成２９年４月２日 (日)　１５：００～

平成２９年度

愛媛県バレーボール協会

評議員会資料

　　　第４会議室
会　場

松山市総合コミュニティセンター　



平成２９年度 評議員会 議題 

 

日 時  平成２９年４月２日（日）１５：００～ 

場 所  松山市総合コミュニティセンター第４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２８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     福田 委員長              

             指導普及委員会   網江 指導普及委員長 

             競技委員会     長井 競技委員長 

審判委員会     志波 審判委員長   

            えひめ国体実行委員会 神野 理事長(事務局長) 

 ２ 平成２８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               岡本・小野 監事 

 ３ 平成２９年度事業計画について 

      ・運営基本方針              神野 理事長 

   ・各委員会計画   強化委員会     福田 委員長 

             指導普及委員会   網江 指導普及委員長 

             競技委員会     長井 競技委員長 

審判委員会     志波 審判委員長 

            えひめ国体実行委員会 神野 理事長(事務局長) 

 ４ 平成２９年度予算案について 

      ・予算案                夏井 総務委員会経理部長 

 ５   その他 

 



平成２８年度 第１回常任理事会議事録 

 

日  時    平成２８年  ４月 ３日（日） 1３:00～1４:00 

場  所    松山市総合コミュニティーセンター 体育館 大会議室 

 

会議成立      確認 

会議資料      確認 

会長挨拶      中村 進 会長 

議事録確認 

 

議  題 

 １ 審議事項 

(1) 平成 27 年度事業報告について                  各委員会の委員長 

① 会議内容報告 

② 各委員会報告 

(2) 平成 27 年度収支決算報告・監査報告について 

① 収支決算報告                                夏井 総務委員会経理部長 

② 監査報告                                  岡本・小野監事 

(3) 平成 27 年度特別会計収支決算報告・監査報告 

① 収支決算報告                                夏井 総務委員会経理部長 

② 監査報告                                    岡本・小野監事 

(4) 平成 28 年度事業計画について 

① 運営基本方針                                        神野理事長 

② 各委員会計画                                        各委員会の委員長 

(5) 平成 28 年度予算案について                       夏井 総務委員会経理部長 

(6) 備考 平成 28 年度常任理事会日程案 

５／２９（日） ７／２４（日） ９／２５（日） １１／２３（日）  

１２／１０（土）V ﾘｰｸﾞ愛媛大会第１回実行委員会・忘年会 

   １／２２（日） ３／２７（月） ４／２（日）評議員会 

 

表記の議題について報告がなされ、承認された。 



平成２８年度 第２回常任理事会議事録 
 

日  時    平成２８年  ５月 ２９日（日） 1７:00～1９:00 

場  所    愛媛県武道館 中会議室 

 

会議成立      確認 

会議資料      確認 

会長挨拶      中村 進 会長 

議事録確認 

 

議  題 

 １ 審議事項 

(1) 「平成３１年度 ９人制実業団全国大会」男女同時開催について  神野理事長 

上記の大会に開催について、ＪＶＡより依頼があった。開催時期は、平成 31年 

７月の第３～４週で調整する。全 12 面のコート数が必要であることなどが、神野

理事長から説明がなされた。協会としては、開催する方向で検討していくことを確

認した 

 

(2) えひめ国体リハーサル大会について（資料１）          神野理事長 

７月 16日（土）・17 日（日）に開催される第 29 回四国６・９人制だんじょクラ 

ブバレーボール選手権大会えひめ国体リハーサル大会について、役員集合時間や開始

式等についての説明が神野理事長よりなされた。 

 

(3) 四国連盟総会について                     神野理事長 

四国連盟総会の役員の出席確認と資料の確認があった。 

 

(4) 競技副委員長の承認について（資料２）          長井競技委員長 

長井競技委員長より、競技副委員長に渡部一行氏（松山商業高校）の指名があり、 

承認された。 

 

(5) その他 

① 「目指せ！未来の全日本選手 丸大バレーボール教室」の開催以来 

平成 28 年 11 月５日（土）に上記のバレーボール教室を開催することとなっ

た。 

②   少年女子ターゲットエイジ、少年女子チームについて 

・監督は、県高校総体の優勝監督が就任する。 

・チーム構成は、東雲高校・聖カタリナ学園高校・久谷中学校から選出する。 

  

２ 報告事項 



平成２８年度 第３回常任理事会議事録 

 

日  時    平成２８年  ７月 ２４日（日） 1７:00～1９:00 

場  所    愛媛県総合運動公園 体育館 

 

会議成立      確認 

会議資料      確認 

会長挨拶      中村 進 会長 

議事録確認 

 

議  題 

 １ 審議事項 

(1) 平成 28年度 国体四国ブロック大会選手について 

福田強化委員長より成年男女（資料１）、神野高体連委員長より少年男子（資料

の国体四国ブロック大会の選手、スタッフの候補の説明がなされた。少年女子に

ついては、けがをしている候補選手のけがの状態などから、選手決定については

原田監督、神野理事長に一任することとして、承認された。 

 

(2) 高校優秀選手について                      （資料３） 

 神野高体連委員長より、今年度の高校生優秀選手の説明があり、承認された。 

 

(3) いわて国体・いわて大会の視察について              （資料４） 

    神野理事長より、いわて国体の視察について説明がなされた。 

 

２ 報告事項 

(1) ジュニアバレーボール教室について                （資料５） 

 井門競技副委員長より、ジュニアバレーボール教室の活動状況の説明がなされ

た。 



平成２８年度 第４回常任理事会議事録 

 

日  時    平成２８年  ９月 ２５日（日） 1７:00～1９:00 

場  所    松前町総合文化センター 

 

会議成立      確認 

会議資料      確認 

会長挨拶      中村 進 会長 

議事録確認 

 

議  題 

 １ 審議事項 

(1) いわて国体 いわて大会視察計画について（資料１）       神野理事長 

     神野理事長より、希望郷いわて大会の視察計画について説明がなされた。 

 

(2) 愛媛県総合運動公園体育館の大規模大会の開催計画について  長井競技委員長 

 長井競技委員長より、各団体に平成 31 年までの愛媛県総合運動公園体育館を

使用する大規模大会の開催計画を提出するよう説明があった。 

 

(3) 2016／17Ｖ・プレミアリーグ女子愛媛大会第１回実行委員会    神野理事長 

  神野理事長より、日本バレーボールリーグ機構が行う国内バレーボールリーグ

創設 50 周年記念事業についての説明と表記の大会における一部協議方式の変更

についての説明があり、その後愛媛大会の第１回実行委員会が開かれた。 

 

２ 報告事項 

(1) コンプライアンスに関する情報提供（資料２）          堀内副会長 

 堀内副会長より、日本バレーボール協会（以下 JVA）がコンプライアンス強化

に積極的に取り組み、バレーボールの健全な普及・発展のために打ち出した「コ

ンプライアンス宣言」について説明があり、JVA が作成したコンプライアンス規

程を JVA関係者は各自熟読し、常にコンプライアンスを意識して行動することが

求められていることの説明があった。    



平成２８年度 第５回常任理事会議事録 

 

日  時    平成２８年  １１月 ２３日（水） 18:00～20:00 

場  所    愛媛県総合運動公園 体育館 

 

会議成立      確認 

会議資料      確認 

会長挨拶      中村 進 会長 

議事録確認 

 

議  題 

 １ 審議事項 

(1) 中学優秀選手の承認（資料１・２）            樋野中学連委員長 

石田小学連理事長 

    樋野中学連委員長、石田小学連理事長より、それぞれ中学校、小学校の今年度の

優秀選手について資料１・２の説明があり、承認された。 

 

(2) えひめ国体・えひめ大会の役員名簿の確認            神野理事長 

神野理事長より、えひめ国体、えひめ大会の役員名簿が配布され、それぞれの種 

別で当日参加できる役員を再度確認するよう説明がなされた。 

 

(3) 2016／17Ｖ・プレミアリーグ女子愛媛大会第２回実行委員会    神野理事長 

 

２ 報告事項 



平成２８年度 第６回常任理事会議事録 

 

日  時    平成２８年  １２月 １０日（土） 18:00～20:00 

場  所    東京第一ホテル松山 

 

会議成立      確認 

会議資料      確認 

会長挨拶      中村 進 会長 

議事録確認 

 

議  題 

 １ 審議事項 

(1) 2016／17Ｖ・プレミアリーグ女子愛媛大会第２回実行委員会    神野理事長 

神野理事長より、第２回実行委員会資料の提示があり、 

①チケット販売状況 

②役員の進捗状況 

③チームの動向 

④前回大会のチーム応援席の確保と一般観客の応援席について 

     以上の点について確認と話し合いがなされた。 

 

２ 連絡事項 

 (1)  えひめ国体役員の確認                     神野理事長 

   各会場における国体役員の確保と来年度、異動等で所属先が変更になる役員の協

会への連絡を確実に行うよう説明がなされた。 



平成２８年度 第７回常任理事会議事録 

 

日  時    平成２９年  １月 ２１日（日） 18:00～20:00 

場  所    愛媛県武道館 控え室１ 

 

会議成立      確認 

会議資料      確認 

会長挨拶      中村 進 会長 

議事録確認 

 

議  題 

 １ 審議事項 

 

(1) えひめ国体中央競技団体役員について              神野理事長 

神野理事長より、えひめ国体中央競技団体役員について説明がなされた。 

 

(2) 2016／17Ｖ・プレミアリーグ女子愛媛大会第３回実行委員会    神野理事長 

１月２７日・２８日に開催された 2016/17Ｖ・プレミアリーグ女子愛媛大会の実 

行委員会を行い、最終の確認を行った。 



平成２８年度 第８回常任理事会議事録 

 

日  時    平成２９年  ３月 ２０日（日） 17:00～19:00 

場  所    坊っちゃんスタジアム 会議室 

 

会議成立      確認 

会議資料      確認 

会長挨拶      中村 進 会長 

議事録確認 

 

議  題 

 １ 審議事項 

 

(1) 評議員会について                       神野理事長 

評議員会資料の内容について、各委員会からの報告、次年度の計画が提出され、 

承認された。 

 

２ 報告事項 

(1) 「ＪＶＡコンプライアンス委員会」の動き            堀内副会長 

「ＪＶＡコンプライアンス委員会」の活動や各団体への依頼事項などについて、

堀内副会長より説明がなされた。 



【強化委員会】 

平成２８年度事業報告 

１ 会議・協議・視察等 
平成２８年 ３月１４日 県庁      （国体強化委員会） 

平成２８年 ３月１８日 松山工業高校  （国体少年男子 招待試合大塚高視察） 

平成２８年 ３月２５日 東京      （国体成年男子 橘尚吾と協議 ） 

平成２８年 ３月２９日 伊方町     （国体成年女子 岡山シーガルズと協議 中村会長） 

平成２８年 ３月３０日 中央大学    （国体成年男子 松永監督と協議） 

            東京ＪＶＡ事務所（ビーチバレーボール 強化について協議） 

 平成２８年 ４月 ２日 松山工業高校  （国体少年男子 招待試合視察） 

平成２８年 ４月２６日 県体協     （国体成年男女 社会人スポーツ推進協議会 中村会長） 

 平成２８年 ５月 ２日 大阪市中央体育館（国体成年男女 黒鷲旗視察） 

 平成２８年 ５月１５日 しおさい体育館 （聴覚障害者中国・四国地区予選会視察） 

 平成２８年 ５月２０日 岡山大学体育館 （国体成年男子 中国・四国大学選手権大会視察） 

平成２８年 ６月１５日 川崎      （ビーチバレーボール ・長谷川・庄司と協議） 

平成２８年 ６月１７日 しおさい体育館 （国体少年男子 国体リハ四国高校大会視察） 

平成２８年 ６月２５日 松山工業・松山南（国体少年男女 選考会） 

 平成２８年 ６月２９日 お台場     （ビーチバレーボール マイナビ大会視察 楠原と協議） 

平成２８年 ７月 ７日 県庁      （ビーチバレーボール ＪＶＡ井原 来松山） 

平成２８年 ７月１０日 五色姫     （ビーチバレーボール 高校生練習会） 

                     （ビーチバレーボール 長谷川夫妻・庄司 来松山） 

平成２８年 ７月１６日 伊方町・八幡浜市（国体成年男女 国体リハクラブカップ四国予選視察） 

平成２８年 ７月１８日 五色姫     （ビーチバレーボール ジュニア県予選大会視察） 

平成２８年 ７月２０日 東京      （リオオリンピック壮行会参加 中村会長） 

平成２８年 ７月２４日 五色姫     （ビーチバレーボール 国体四国ブロック大会視察） 

平成２８年 ７月２７日 県総合運動公園 （国体少年男女 中学県予選視察） 

平成２８年 ７月２９日 山口      （国体少年男子 インターハイ視察） 

平成２８年 ８月 ５日 池田町     （国体少年男女 四国中学大会視察） 

平成２８年 ８月１１日 五色姫     （ビーチバレーボール ＪＶＡ木村会長 来松山） 

平成２８年 ８月１３日 大阪      （国体成年女子 全国クラブカップ視察） 

平成２８年 ８月１４日 松山工高ほか  （国体成年少年男女 激励 中村会長） 

平成２８年 ８月２０日 丸亀市     （国体男女 四国ブロック大会視察） 

平成２８年 ８月２２日 高松市     （国体少年男女 長身者合宿視察） 

平成２８年 ８月２３日 松山工高    （国体少年男子 招待試合視察） 

平成２８年 ９月 ２日 五色姫     （ビーチ 国体リハ大会視察 ＪＶＡ門脇・君島・徳武 来松山） 

平成２８年 ９月 ７日 徳島      （国体成年男子 阿波銀行訪問 中村会長） 

平成２８年 ９月２４日 五色姫     （ビーチバレーボール 全国指導者研修会視察） 

平成２８年 ９月２８日 岩手県     （いわて国体視察） 

平成２８年１０月 １日 大阪      （ビーチバレーボール 開催地会議） 

平成２８年１０月１５日 松山工高    （国体少年男子 強化練習会視察） 

平成２８年１０月２０日 岩手県     （障スポ 全国障スポ大会視察） 

平成２８年１０月２７日 県体協     （国体表彰式参加 中村会長） 

平成２８年１１月 ３日 しおさい体育館 （スポレク小学生大会視察） 

平成２８年１１月２０日 県総合運動公園 （国体少年男女 春高バレー視察） 

平成２８年１２月１３日 県庁      （えひめ国体ヒヤリング） 

平成２８年１２月１８日 五色姫     （ビーチ 国体三者会議 ＪＶＡ桐原・門脇・斎藤・徳武 来松山） 

平成２８年１２月２２日 大阪      （国体少年男女 ＪＯＣカップ視察） 

平成２９年 １月 ４日 県総合運動公園 （国体少年男子 強化練習会視察） 

平成２９年 １月 ６日 東京      （国体少年男女 春高バレー視察） 

平成２９年 ２月 ７日 徳島      （国体成年男子 阿波銀行訪問 中村会長） 

平成２９年 ２月 ７日 県総合運動公園 （国体少年男女 四国高校新人大会視察） 

            水産会館    （障スポ えひめ大会会議） 

平成２９年 ２月 ９日 県体協     （県体協表彰式参加 中村会長） 

平成２９年 ２月１１日 県総合運動公園 （国体少年男女 県高校新人大会視察） 

平成２９年 ３月１８日 高松市     （国体少年男女 四国高校新人大会視察） 

２ 競技会・選考会・練習会 

(１) 国体少年男女選考会 平成２８年 ６月２５日 松山工高・松山南高で実施 

(２)国体四国ブロック予選 

ビーチ 平成２８年７月２４日 伊予市   インドア 平成２８年８月２０日～２１日 丸亀市 

結果 男女・・いわて国体出場       結果 成年男子・成年女子・・いわて国体 出場  

(３)ＪＯＣカップ中学生県選抜選手選考会 

   平成２８年 ８月１１日 伊予市しおさい公園体育館で実施 

(４)トップレベル高校強化練習会 男子 松山工高 女子 松山東雲高 聖カタリナ高・その他で実施 

(５)いわて国体 平成２８年１０月２日～５日 岩手県 結果 成年男子・成年女子・・１回戦敗退 

(６)ＪＯＣカップ 平成２８年１２月２５～２８日 大阪 結果 男子・・・予選リーグ戦敗退 

                            女子・・・決勝トーナメント２回戦敗退 

(７)国体少年男子強化練習会 平成２９年 １月 ４日 県総合運動公園・その他で実施 

＊ ＣＬＵＢ ＥＨＩＭＥ  クラブカップ全国大会 優勝  全国6人制リーグ 優勝 

＊ 愛媛クラブ       クラブカップ全国大会 優勝 

＊ 村上礼華 ビーチバレーボールＵ－２１アジア大会 準優勝 

 ＊ 濱口康司・庄司憲右 いわて国体ビーチバレーボール 準優勝 

 ＊ 楠原千秋 ビーチバレーボールジャパン 優勝 



【指導普及委員会】 

 

平成 28年度 事業報告 

 

１ 松山金亀ライオンズクラブ杯 第 22回バレーボール交流大会 

平成 29年 3月 18日(土) 伊予市しおさい公園で実施 

２ （公財）日体協公認スポーツ指導者（指導員）養成講習会 実施せず  

３ 平成 28年度優秀選手表彰式 小学校・中学校・高等学校 

高等学校 平成 28年 11月 20日(日) 愛媛県総合運動公園で実施 

小学校・中学校 平成 29年 1月 29日(日) 愛媛県武道館で実施 

４ 平成 28年度指導者講師競技別全国研修会（全国指導普及委員長会議・研修会）  

平成 29年 2月 25日(土)～26日(日) 大阪で開催 

５ 愛媛県体育協会指導者資質向上連絡会議 随時参加 

６ 愛媛県体育協会指導者連絡会議 随時参加 

７ えひめ国体競技力向上対策事業（えひめ国体推進局・国体競技力向上対策課主管）強化練習会(講師： 

草野健次氏) 

平成 28年 7月 16日(土)～18日(月) 

平成 28年 10月 8日(土)～10日(月) 

平成 28年 12月 17日(土)・18日(日) 

平成 29年 3月 19日(日)・20日(月) 

聖カタリナ学園高等学校体育館で実施 

 

 

８ 愛媛県バレーボールクラブ小学生 6年男女、中学生 1・2年女子地区選抜交流大会 

平成 29年 3月 25日(土) 愛媛県武道館で実施 

９ えひめ大会（第 17回全国障害者スポーツ大会）関連普及・強化事業 

10 愛媛県ビーチバレーボール指導者講習会        平成 28年 5月 15日(日) 伊予市で実施 

 

関連事業 

１ 平成 28年度優秀選手選考会         小学校・中学校・高等学校に分かれそれぞれ実施 

２ 第 19回全国ヤングクラブバレーボール男女優勝大会 女子第３位 

平成 28年 9月 24日(土)、25日(日) 大阪府立門真スポーツセンター・大阪府立体育館で実施 

３ 全国ビーチバレーボール指導者講習会    平成 28年 9月 24日(土)、25日(日) 伊予市で実施 



【競技委員会】 

 

平成 28年度 事業報告 

 

１ 競技会 

（１）平成 28年度 各種大会結果一覧表（別紙参照） 

（２）愛媛国体 リハーサル大会 

（インドア） 

  四国高等学校バレーボール選手権大会 

   少年男子 伊予市民体育館       ６月 17日(金)～19日(日) 

   少年女子 鬼北総合公園体育館     ６月 17日(金)～19日(日) 

  四国 6・9人制男女クラブバレーボール選手権大会 

   成年男子 八幡浜市民スポーツセンター ７月 16日(土)～17日(日) 

   成年女子 伊方スポーツセンター    ７月 16日(土)～17日(日) 

（ビーチバレーボール） 

  ジャパンビーチバレーボールツアー愛媛大会 

伊予市五色姫海浜公園 ９月３日(土)～４日(日) 

  （３）ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会 

伊予市五色姫海浜公園 ８月 11日(木)～14日(日) 

  （４）平成 28年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権 四国ブロックラウンド 

      愛媛県武道館 ９月４日(日) 

  （５）2017/18 Ｖ・プレミアリーグ女子愛媛大会 

      愛媛県武道館 平成 29年１月 28日(土)～29日(日) 

 

２ 会議・研修会 

（１）競技委員会正副委員長会議 数回 於松山南高等学校、各試合会場 

  （２）平成 28年度 全国競技委員長研修会 平成 29年３月４日(土)～５日(日) 於東京都 

 

３ 視察 

（１）岩手国体 ９月 28日(水)～10月３日(月) 長井成明 

（２）岩手大会 競技委員会は不参加 



伊予市
五色姫海浜公園

小野スポーツ少年団

男子

愛媛大学　第一体育館

第69回全日本バレーボール高等学校
選手権大会愛媛県代表決定戦

平成28年度　愛媛県高等学校
バレーボール新人大会

H29年2月11日（土）
～12日（日）

男子　伊予市民体育館
女子　鬼北公園体育館

男子　双葉小学校体育館
女子　伊予市民体育館他
混合　素鵞小学校体育館

11月3日（木）
11月6日（日）

福音JVC

女子

男子

女子

双葉男子ＶＢＣ

丹原ＪＶＣ

神郷JVC

     ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｶｯﾌﾟ第36回記念
     全日本バレーボール小学生大会
     愛媛県大会

第25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15日（日）
1月22日（日）

6月19日(日)
7月3日(日)

　　西条市総合体育館
　　西条西部体育館
　　愛媛県総合運動公園体育館

第68回　愛媛県中学校
バレーボール総合体育大会

余土男子

愛媛スポレク祭2016

7月25日（月）
～27日（水）

愛媛県総合運動公園体育館

3年連続25回目松山工業高校

伊方スポーツセンター
内子町五十崎体育館

男子　伊予市民体育館
女子　愛媛県総合公園体育館
　　　　伊予市民体育館　他

余土中学校

7月15日(日)

2年ぶり3回目 聖カタリナ学園高校

3年連続25回目

金栄ＪＶＣ

味生ミラクルキッズ

東温ＭＡＸ

4年連続23回目

八幡浜高校

川中　麻理亜(松東)
萩山　英里(松南)

2年連続3回目

松山北高校

混合の部

男子

余土男子

４年連続１１回目

男女　松前公園体育館(5・6日)

男子　新田・松山聖陵(4日)
女子　松山東・東温(4日)

　　聖カタリナ学園高校

男子

男子

新田高校

新田高校

’16ビーチバレージャパン男女ジュニア
選手権大会　愛媛県大会

7月18日(月)

     '第7回湘南藤沢カップ
     全国中学生ビーチバレー大会
     愛媛県予選大会

松山東雲高校

武方　大空(東温)
藤川　零(東温)

女子 上岡　亜子(野村)
大本　真代(野村)

濱口　康司
岩名　英明

　　実施せず

3年ぶり3回目

松山工業高校

松山工業高校

　　三島東中学校

雄新中学校平成28年度　愛媛県中学生
バレーボール選手権大会

さくら女子JVC

男子

女子 松山東雲高校

6月4日（土）～6日（月）

混合の部

混合の部

松山東雲高校

優勝チーム(回数等)大会名 実施日 会場

第31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

男子　味酒小学校体育館
女子　伊予市民体育館　他

男子4月24日（日）
     29日（月）

準優勝チーム

丹原JVC

女子 さくら女子JVC

女子

男子

みどりキッズ

味生ミラクルキッズ

神郷JVC

    城北エンジェルズ

丹原JVC

四国中央市
ウエスタンJVC

城北エンジェルズ

余土男子

味生ミラクルキッズ

第70回　愛媛県高等学校
バレーボール総合体育大会

愛媛県総合運動公園体育館

女子

伊予市
五色姫海浜公園

女子

平成28年度愛媛県６人制
バレーボールリーグ

2月19日（日）
3月5日（日）

11月20日（日）
　　　23日（水） 女子

男子

楠原　千秋
松村　美由紀

愛媛大学

　　湯山中学校

男子

藤田　汐音(小松)
笠崎　祐成(小松)

愛媛クラブ2年ぶり14回目

平成28年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会結果一覧表 No.1

3年連続8回目 鴨川中学校

女子 久谷中学校
西条市総合体育館

男子

川東中学校松山東雲中学校

5月21日（土）
～22日（日）

女子

小野中学校

今治南中学校

今治南中学校

女子

第29回　愛媛県中学校
バレーボール新人大会

11月12日（土）
～13日（日）

今治市営中央体育館
菊間町総合体育館

男子 雄新中学校

３年ぶり２回目

平成28年度　愛媛県中学生
バレーボール新人大会

川之江北中学校

女子 久谷中学校 初優勝 松山東雲中学校

2年連続10回目男子 雄新中学校

平成28年度
愛媛県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ選手権大会

男子 雄新中学校 ３年連続９回目

２年ぶり４回目松山東雲中学校女子

2年ぶり3回目

H29年1月21日（土）
～22日（日）

男子

4人 エントリー無し

5月29日(日)
伊予市
五色姫海浜公園

村上　礼華
坪内　紫苑

女子



オールイン ビューティーズ
レディース180 サンクス 明浜Babys

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

　　第6回ソフトバレー・レディースオープン大会

　　愛媛スポーツ・レクリェーション祭2016

6月12日（日）

愛媛県6人制総合
男女選手権大会

天皇杯・皇后杯愛媛県ラウンド

愛媛県9人制総合
男女選手権大会

　　第9回MORIMO杯ソフトバレーボール
砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

トリムフリー

メンズ

平成28年度愛媛県ソフトバレーボール選手権大会
○第28回全国健康福祉祭ねんりんピック
　　・ソフトバレーボール愛媛県予選
○第16回全国ソフトバレー・レディース交流大会愛媛県予選大会
○第14回全国ソフトバレー・メンズ交流大会愛媛県予選大会
○愛媛県ソフトバレー・レディース&メンズ交流大会（フリー）

5月22日（日）

5月8日（日）

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

ねんりんピック

　　鬼瓦

トリムフリー

トリム180

トリム250

7月3日（日）

11月13日（日） 愛媛県総合運動公園体育館

レディースフリー

西予市宇和町体育館

トリムフリー

7月10日(日)

女子

愛媛県総合運動公園体育館

平成29年
2月12日(日)

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館 女子

男子

男子

　　　愛媛県総合運動
　　　公園体育館

未開催

7月23日（土）～24（日）

シルバー

女子

トリム220

余土のぎく

西条クラブ

桑原坊ちゃんF

波方第三 桑原坊ちゃん

宇和中川

波方

参加者なし

オールイン

ビューティーズ

バリィさん

波方スカッシュ

余土すみれ

波方モッチ

余土のぎく

西条エンジェル

トリムフリー LIBRE

スポレク

SAKURA

波方遊nityトリムスポレク

　　オールイン

鬼瓦

レディースフリー

レディース

レディースフリー

トリックスター

西条さくら 波方T M

西条クラブ

LIBLE

杉の子

葵クラブ

T'sクラブ

参加チームなし

AQUA

3年ぶり4回目

女子

松山Ｊクラブ

未開催 参加チームなし

新居浜クラブ

平成28年度愛媛県ソフトバレーボールフェスティバル
○第24回全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル愛媛県予選
○第25回ソフトバレー・ファミリーフェスティバル愛媛県予選
○第12回愛媛県ソフトバレートリムフリー・オープン大会
○第5回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル愛媛県予選大会
○第38回愛媛県ソフトバレートリムフリー・オープン大会

男子

日本マスターズ2016
愛媛県予選

2年ぶり2回目

T'sクラブ

愛媛県総合運動公園体育館

5月8日（日）

9
人
制 松山青雲ジュピター 11年連続33回目

宇和

西条BB

とみす

2部

愛媛クラブ

全日本9人制実業団
男子(第69回)・女子(第68回)
選手権大会県予選

女子

第30回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会

3月27日（日）

第28回全国家庭婦人バレーボール
いそじ大会愛媛大会　兼
第46回四国ママさんバレーボール愛媛県大会

6月26日（日）

松山クラブ

1部

準優勝チーム

第47回全国ママさんバレーボール愛媛県大会　兼
第46回四国ママさんバレーボール愛媛県大会

4月17日（日）

久枝フラワーズ

大会名 実施日 会場

　　愛媛県武道館

第6回全国ママさんバレーボール
冬季大会愛媛県予選大会

9月3日(土）

宇和島市総合体育館
鬼北総合公園体育館

11月23日（月）

平成28年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会結果一覧表

余土バレー

愛媛県武道館

愛媛県武道館

6
人
制

川内

余土バレー

愛媛県武道館武道館
松山市立余土中学校体育館
松山市立余土小学校体育館
伊予市民体育館

9月22日（木）
第40回テレビ愛媛杯ママさん
バレーボール愛媛県大会

第45回愛媛県ママさんバレーボール
総合親善大会

参加チームなし

オッズ

新居浜クラブ2年ぶり3回目男子

4年連続4回目松山大学

松山東雲短期大学・女子大学 3年連続3回目

南宇和クラブ

12月18日(日) 愛媛県総合運動公園体育館
男子

女子

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

周桑クラブ

男子

12年ぶり8回目

聖カタリナ学園

松山クラブ

女子 松山東雲短期大学・女子大学

男子

2年連続2回目

2年ぶり12回目

男子

愛媛大学

松山青雲ジュピター

2年連続7回目

新居浜東高校

第15回全国社会人西ブロック
男女優勝大会県予選

8月11日(木)

女子

9月11日(日)
全日本9人制総合
男子(第86回)・女子(第85回)
選手権大会県予選

9年ぶり3回目

愛媛県総合運動公園体育館
T'sクラブ

川之江バレーボール同好会

参加チームなし

4年連続17回目

松山大学

なし

No.２

今治ときわ

久枝フラワーズ

1部　優勝のみ　小野　久米
　　　　　　　　　　生石　久枝フラワーズ
2部　優勝のみ　西条むつみ　GOJOH　三崎
　　　　　　　　　　　金栄　大町芙蓉　重信

優勝チーム(回数等)

久米

AQUA

桑原

生石

参加チームなし

第31回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会

男子
5月29日(日)

第36回全日本6・9人制クラブ
カップ男女選手権大会県予選

女子

2部

松前公園体育館
葵クラブ

3年ぶり8回目

オッズ

1部 久米Ｈ29年
3月26日(日）

愛媛県武道館

愛媛県総合運動公園体育館
　　　〃　　　補助体育館



【審判委員会】 

平成 28年度 事業報告 

 １ 平成 28年度愛媛県審判講習会 

(1) 6人制審判講習会 4月 10日（日） 9:00～12:00 愛媛県立松山工業高等学校 

                           参加者 約 100名 

(2) ビーチバレーボール審判講習会 

           4月 10日（日） 11:30～14:00 愛媛県立松山工業高等学校 

                              参加者 約 15名  

(3) 9人制審判講習会 4月 10日（日） 13:30～16:30 愛媛県立松山工業高等学校 

参加者 約 25名 

  (4) 愛媛県 B級審判員講習会(B級キャンプ) 愛媛県立松山中央高等学校 

    第一回  7月 30日(土)～31日(日)                             参加者 10名 

第二回 12月 10日(土)～11日(日)               参加者  7名 

                             

２ 平成 28年度日本協会公認 B・C級審判員資格取得講習会 

   7月 31日（日） 9:00～17:00 愛媛県立松山中央高等学校    参加者 約 20名 

 ３ 講習会派遣 

  (1) 全国 9人制講習会(大阪)                        2名 

  (2) 全国 6人制講習会(東京)                              2名 

  (3) 全国ビーチバレーボール講習会(神奈川)                 3名 

  (4) 四国ブロックＡ級審判員講習会(6人制徳島)(9人制徳島)        各 10名 

 (5)  A級候補審判員講習会(大阪)                       3名 

(6) A級審判員講習会(東京)                         1名 

(7) ビーチバレー特別Ａ級候補審判員講習会(神奈川)                       2名 

 ４ 資格認定 

(1)  A級候補審判員講習会(大阪)へ、本県より大久保 鷹亮、向井 沙織、小野 晃裕を派遣し、「A級審判

員」に認定された。 

(2)  ビーチバレー特別 A 級候補審判員講習会(大阪)へ、本県より伊藤 涼子、武市 健志朗を派遣し「A 級

審判員」に認定された。 

５ 全国大会審判員派遣 

  (1)第 27回全日本ビーチバレー女子選手権大会（大阪）7月 28日(木)～31日(日)       伊藤 涼子 

  (2)全国高校総体 女子(山口) 8月 3日(水)～7日(日)                   大西 大輔 

  (3)第 46回全日本中学選手権大会(富山) 8月 20日(土)～22日(月)              樋野 慎平 

  (4)第 19回全国ヤングクラブ優勝大会(大阪) 9月 24日(土)～25日(日)           松木 穂高 

(5)第 15回全国社会人西ブロック男女優勝大会(大分) 10月 21日(金)～23日(月)      大久保 鷹亮 

(6)第 30回全国都道府県対抗中学大会(大阪) 12月 25日(日)～28日(金)      本部指名 松木 穂高 

  (7)第 69回全日本高等学校選手権大会(東京) 平成 29年 1月 4日(水)～8日(日)        大西 大輔 

 ６ 関連事業 

(1) 平成 28年度ビーチバレーボール審判員西ブロック講習会(伊予市)が、5月 28日(土)に開催され、多数の

県内審判員受講いたしました。 

 



　「えひめ国体実行委員会」活動報告　（平成28年度）

　平成29年開催予定の「えひめ国体」と「えひめ大会」を成功させるために、県協会としては平成21年度に強化
事業を主体とした「Ｈ29:特別強化委員会」を設置、強化対策の取組みを開始した。平成23年度からは準備事業
が本格的に開始された事に伴い、強化事業と準備事業を一体化させた「Ｈ29：特別委員会」に変更、引続いて
平成27年度からは「えひめ国体実行委員会」に格上げして関係する事業について積極的に進めてきた。
　その結果平成28年度の強化事業においては岩手国体四国ブロック大会において成年男子（4年連続）、
成年女子（5年連続）が代表権を獲得したが、少年男子、少年女子は残念ながら敗退した。
成年男子、成年女子は本大会ではよく健闘したものの残念ながら1回戦敗退となった。

　えひめ国体強化指定チームである成年男子チーム「愛媛クラブ」がクラブカップ全国大会で初優勝、成年女子
チーム「CLUB　EHIME」が同じくクラブカップ全国大会で見事に2年連続3回目の優勝を飾った。その他にも
「CLUB　EHIME」は全国6人制バレーボールリーグ総合男女選手権大会でも優勝、着実に力をつけてきている。

　中学生ではＪＯＣ中学都道府県対抗選抜大会に出場した県選抜チームは強化練習を積み重ねたものの、男子
は予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ戦で惜しくも敗退、女子は健闘よく決勝トーナメントのベスト16まで進んだ。

　一方ビーチバレーボールにおいては「えひめ国体」前年と言う事もあり各選手とも強化練習に励み、国内外の
大会で素晴らしい成績を残し今後に大きな期待を持たせた。

　愛媛県全体のバレーボールのレベルアップを目標に平成23年度から「6人制以外の強化事業」を開始したが、
各種別団体から大変好評を得ておりそれぞれの全国大会の結果においても効果が出ていると感じている。

　一方準備事業においては開催地である4つの市、町（伊予市、八幡浜市、伊方町、鬼北町）と連携を密に
しながら情報交換や各種大会の協力等を中心に一歩一歩着実に進めてきた。特に各種別のリハーサル大会
においては、県協会と開催地が力を合わせて運営し手応えを感じる事が出来た。
　また、岩手国体に県協会役員を派遣し、試合の応援や準備状況、運営状況の視察を行い今後の参考に
すべく活動を行った。

　なお、平成28年度の活動結果については下記の通りである。

Ⅰ．平成28年度の推進体制・・・・・別紙参照

Ⅱ．強化部会
　　１．県選抜チームの試合結果
　　　　　（１） 国民体育大会
　　　　　　　 　・成年男子（６人制）　　岩手国体１回戦敗退（ベスト１６）
　　　　　　　 　・成年女子（６人制）　　岩手国体１回戦敗退（ベスト１６）
　　　　　　　 　・少年男子　　　　　　　 四国ブロック敗退
　　　　　　　 　・少年女子　　　　　　 　四国ブロック敗退
  　　　　（２） ＪＯＣ中学都道府県対抗選抜大会の結果
　　　　　　　 　・中学男子　　　　　　　 予選グループ戦敗退
　　　　　　　 　・中学女子　　　　　　　 決勝トーナメントベスト16進出

　　２．各種強化活動
　　　　　（１） 小学生単独のバレーボール教室や強化支援
　　　　　（２） 中学生単独のバレーボール教室や強化練習会
　　　　　（３） 高校生単独の強化練習会
　　　　　（４） 中・高校生合同の強化練習会　
　　　　　（５） 大学生の強化支援
　　　　　（６） 少年男子、少年女子（高校生）の国体県選抜チームの強化支援
　　　　　（７） 成年男子、成年女子（社会人・大学生など）の国体県選抜チームの強化支援
　　　　　（８） ＪＯＣ中学都道府県対抗選抜大会に出場する県選抜チームの強化支援
　　　　　（９） 成年男子の「愛媛クラブ」（クラブチーム）、成年女子の「ＣＬＵＢ　ＥＨＩＭＥ」（クラブチーム）を
　　　　　　　 　強化指定チームとし強化対策の支援
　　　　　（10） 「競技専属アドバイザーコーチ事業」制度を最大限活用し、各種強化練習の指導は勿論、
　　　　　　　　 指導者の研修も含め選手、指導者共に県全体のレベルアップの推進
　　　　　　　　　（成年男子、少年男子は矢島久徳氏、成年女子は葛和伸元氏に依頼した）
　　　　　（11）「えひめ国体」の主力となる高校2年生、中学3年生を対象とした「ターゲットエイジ」事業推進
　　　　　（12）ビーチバレーボールの強化練習会
　　　　　　なお、それぞれの事業の実施内容の詳細については関係者で計画して実施した。



　　３．６人制以外の強化事業
　　　　　（１） 関係する種別大会の県予選で優勝し、全国大会に出場したチームに強化補助金を支給したが、
　　　　　　　 平成２8年度は男女合わせて１１種別大会が対象となった。

Ⅲ．準備部会
　　１．「えひめ国体」開催予定地（伊予市・八幡浜市・伊方町・鬼北町）との情報交換会実施や、各開催地に
　　　　設立された実行委員会などへ出席し意見交換した。
　　２．岩手国体（４会場）の準備状況、運営状況の視察（愛媛県協会役員６名）。
　　３．「えひめ国体」でビーチバレーボールが正式種目になった事に伴い、岩手国体（イベント事業）の
　　　　ビーチバレーボール大会を視察した（愛媛県協会役員４名）
　　　
Ⅳ．全国障害者スポーツ大会（えひめ大会）
　　１．「えひめ国体」の数日後に開催される「えひめ大会」について本格的な強化事業、準備事業が開始された。
　　　　　（１）全国障害者スポーツ大会（えひめ大会）の概要
　　　　　　　　　・大会の名称　　　　　　　第17回全国障害者スポーツ大会（えひめ大会）
　　　　　　　　　・大会の愛称　　　　　　　愛顔つなぐえひめ大会
　　　　　　　　　・大会のスローガン　　　君は風　いしづちを駆け　瀬戸に舞え
　　　　　　　　　・日　程　　　　　 　　　　　平成２９年１０月２８日（土）～３０日（月）
　　　　　　　　　・会　場　　　　　　 　　　　愛媛県内
　　　　　　　　　・バレーボール種目　　

①聴覚障害者（男子・女子）・・・（一般のﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾙｰﾙ）・・（しおさい公園伊予市民体育館）
②知的障害者（男子・女子）・・・（一般のﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾙｰﾙ）・・（愛媛県武道館）
③精神障害者（男女混合）・・・・（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ使用）・・・・・（八幡浜市民スポーツセンター）

   　　　　（２）平成２８年度に行った事業
　　　　　　　　・大会名　　　　　平成２８年度　松山金亀ライオンズクラブ杯　第２２回バレーボール交流大会
　　　　　　　　・日時　　　　　　 平成２９年３月１８日（土）　９：３０～１５：００
　　　　　　　　・会場　　　　　　伊予市（しおさい公園伊予市民体育館）
　　　　　　　　・内容　　　　　　 ４チームによるソフトバレーボール大会（愛媛県チーム、岡山県チーム、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口県チーム、大阪府チーム）

　　　　 　(３)岩手大会の視察
　　　　　　　岩手大会の視察を１０月２２日（土）～２４日（月）にかけて行った（愛媛県協会役員１３名）

　　　　　　　（以上）



平成28年度 収 支

収 入 の 部

書算決

科   目 予 算 額 決 算 額 増 減 摘 要

1前年度繰越金 252.370 252.370 0

2登 録 料 3.098、 10C 3,042.100 △ 56,000 実2,高 専3,ク 15,大7,高81,中 156,小 105

3還 元 金 909,864 957.806 47,942 日本協会

4雑 収 入 30,05C 30.053 3
HP使用料 (高体連・ビーチ連・小連)、 利子

5繰 入 金 0 0

6借 入 金 0 0 0

合  計 4,290,384 4,282,329 △ 8.055

< の 部 >

科   目 予 算 額 決 算 額 増 減 摘 要

1事 業 費 2,030,000 2,010,488 ∠ゝ 19,512 各委員会

2補 助 費 733,000 733,000 0 各加盟団体,東中南予支部費

3派 遣 費 774,000 774.000 0 役員・審判派遣費

4納 入 金 431.200 443,800 12.600 県体協,日 本協会,四国連盟

5褒 賞 費 140,000 174,900 34,900 賞状

6磨 弔 着 80。 000 10,000 △ 701000

7予 備 費 102,184 0 △ 102.184

8次年度繰越金 0 136,141 136,141

合  計 4.290,384 4,282,329 △ 8,055

通帳、帳簿等、適正に処理されていたことを認めます。

1平
盛

29年3月 20日  代表監事  岡杏
罐曇)|ヽ

野 哺



       平成２９年度：愛媛県バレーボール協会運営基本方針 

 

１． 平成２７年６月からの新たな日本バレーボール協会の行動指針である３Ｃ（Commitment・

Communicaton・Complete）の徹底を基本に、四国連盟の主幹となった四国連盟総会や県常任

理事会をはじめとする各種会議をより活発化させ、県協会内の意思疎通を強めると同時に、県協

会役員にとって充実感を感じる運営に努める。そのために、意思疎通の基となる「報・連・相」

を強く推進し、協会の活性化・効率化を図っていく。 

 

２． 本年度開催予定の「えひめ国体」「えひめ大会」を成功させるために、一昨年度より「Ｈ２９：

特別委員会」を「えひめ国体実行委員会」と改め、より一層活動を充実させると共に、県の国体

推進局（障害者スポーツ大会含む）、県教育委員会、県体育協会、そして開催地である伊予市、

八幡浜市、伊方町、鬼北町、松山市との連携を強め、県協会としての責任を果たしていく。 

 

３． 「ジャパンビーチバレーボールツアー」、「ビーチバレーボールジャパン女子ジュニア選手権大

会」（愛称：マドンナカップ）などの全国規模大会や、各種別の四国大会等の大会を成功させ、

バレーボールファンや参加選手、大会関係者に喜ばれる大会運営を目指し、「えひめ国体」「えひ

め大会」の成功を図る。 

 

４． ジュニアの育成、強化については選手、指導者ともに重要な課題一つである。そのため平成２

５年度立ち上げた「愛媛県ヤングクラブバレーボール連盟」を中心に、小・中学生の選手や指導

者を対象とした日本バレーボール協会や県協会主催の練習会・講習会を積極的に計画し、選手の

育成や指導者の資質向上に努める。また、「えひめ国体」各種別の上位入賞を目指す。 

 

５． 公益財団法人日本バレーボール協会公認Ｂ級、Ｃ級審判員資格取得講習会を開催し、特に、え

ひめ国体で初の正式種目となるビーチバレーボールの審判員の養成、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、出来るだけ多くの審判員を養成して「えひめ

国体」「えひめ大会」の成功を図る。 

 

６． 従来、体罰・暴力による指導の撲滅を図ってきたが、ＪＶＡの「コンプライアンス宣言」

を受け、今後はより一層広くコンプライアンスの強化に努めていく。具体的には、当協会のホ

ームページを活用し、「コンプライアンス規程」「コンプライアンス違反通報窓口」等の宣伝広

報活動を行う。また、指導者養成の講習会・研修会の中でコンプライアンスに関する研修項目

を設ける。さらに、県内で行われる大会では、「体罰・暴力は絶対に行わない」ことを開会行

事の中で常に宣言する。「コンプライアンスなくして運営事業なし」である。 

 

７． 「ジャパンビーチバレーボールツアー」、「ビーチバレーボールジャパン女子ジュニア選手権大

会」（愛称：マドンナカップ）等を開催し、高いレベルのバレーボールに接する機会をつくると

共に、バレーボール（ビーチバレーボールも含む）の面白さ、素晴らしさを県民の多くに知って

いただき、底辺の拡大、ファンの獲得を目指し「えひめ国体」「えひめ大会」の成功につなげて

いく。 



【強化委員会】 

 

平成２９年度 基本方針 

 いよいよ本年度開催の『えひめ国体』においてバレーボール競技の６種目 (成年男

子、成年女子、少年男子、少年女子、ビーチバレーボール男女 )とも上位入賞を目標

とし、『えひめ国体実行委員会』や『えひめ国体推進局』と連携・協力し、競技力

の向上、強化推進を図る。 

小・中・高・成年などの年齢の枠を超えた交流を充実させ、各種別指導者の指導

力、選手の技術力の向上に努め、一貫指導体制の構築を図ると共に、えひめ国体に向けて、

愛媛県体育協会とも連携を図り、監督、選手の育成を行う。 

『国体競技力向上対策課』との連携を密にし、少年男子・女子の強化・育成事業を充実

させ、競技力の向上を図る。 

本年度開催、ＪＯＣ（中学選抜）のベスト８以上進出を目指す。 

 

国体強化種別担当者 

  成年男子担当・・・石丸 直司  (松山商業高校) 

  成年女子担当・・・矢野 美紀  (ＣＬＵＢ ＥＨＩＭＥ：ＮＥＣ松山支店) 

  少年男女総括・・・神野 智臣  (高体連専門委員長：松山南高校) 

少年男子担当・・・吉田 英弘  (松山工業高校) 

  少年女子担当・・・武市 健太郎 (聖カタリナ学園) 

  ビーチ担当 ・・・佐伯 美香  (松山東雲女子大学) 

     

 事業計画（競技会・選考会・練習会） 

  少年男子選考会兼第１回練習会  平成２９年６月１１日(日) 松山工業高校体育館 

  少年女子選考会兼第１回練習会  平成２９年６月１１日(日) 松山南高校体育館 

  ＪＯＣ杯中学生県選抜選手選考会 平成２９年８月１１日(木) 伊予市民体育館 

   全国大会・・・平成２９年１２月２５日(月)～２８日（木） 大阪 

  国体第３７回四国ブロック大会 平成２９年８月２０日(月)  

徳島県徳島市・・少年男子・少年女子・成年男子・成年女子 

  国体ビーチバレーボール四国ブロック大会 ７月２３日（日） 

徳島県鳴門市・・男子・女子 

えひめ国体 ６人制 平成２９年１０月６日(金)～１０月９日(月) 

成年男子・・・八幡浜市（八幡浜市民スポーツセンター） 

成年女子・・・伊方町（伊方スポーツセンター） 

少年男子・・・伊予市（しおさい公園伊予市民体育館） 

少年女子・・・鬼北町（鬼北総合公園体育館） 

ビーチバレーボール 平成２９年９月１５日(金)～１７日(日) 

  男子・女子・・伊予市（五色姫海浜公園） 

えひめ大会 平成２９年１０月２８日(金)～１０月３０日(月) 



【指導普及委員会】 

平成 29年度 基本方針 

平成 18 年度から４年間(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。平成 22年度より予算を県体協に設置計画さ

れている「H.29特別委員会」の事業として，2017年国体開催にむけての競技力強化のため「愛媛バレ

ーボールクラブ」を県体協や県教委と連携しながら，「ジュニアの育成事業」・「教室」・「強化練習会」・

「講習会」などの実施内容を充実させ，一環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より一層支援していく。 

 平成 20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」や平成 21年度

からブロック大会が実施された「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，JOCのチームなど国体開催に向けての競技力強化につな

がる指導体制を構築していく。 

 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。 

 えひめ大会（第 17回全国障害者スポーツ大会）に向けて、選手の普及・強化に努めていく。 

 

指導普及委員会 平成 29年度 事業計画 

１ 松山金亀ライオンズクラブ杯 第 23回バレーボール交流大会 期日未定 

２ （公財）日体協公認スポーツ指導者（指導員）養成講習会 期日未定  

３ 平成 29年度優秀選手表彰式 小学校・中学校・高等学校 期日未定 

４ 平成 29年度指導者講師競技別全国研修会（全国指導普及委員長会議・研修会）  

平成 30年 3月 東京で開催参加予定 

５ 愛媛県体育協会指導者資質向上連絡会議 随時参加 

６ 愛媛県体育協会指導者連絡会議 随時参加 

７ えひめ国体競技力向上対策事業（えひめ国体推進局・国体競技力向上対策課主管） 

強化練習会(講師：草野健次氏) 期日未定 

８ 愛媛県バレーボールクラブ小学生 6年男女、中学生 1・2年女子地区選抜交流大会 

平成 30年 3月 21日(水) 愛媛県武道館で実施予定 

９ えひめ大会（第 17回全国障害者スポーツ大会）関連普及・強化事業 

 

関連事業 

１ 平成 29年度優秀選手選考会 小学校・中学校・高等学校に分かれそれぞれ実施 

２ 第 20回全国ヤングクラブバレーボール男女優勝大会 平成 29年 9月 23日(土)、24日(日) 

大阪府立門真スポーツセンター・大阪府立体育館で実施予定 

３ ＪＶＡゴールドプランバレーボール教室 平成 29年 7月 23日(日) 松前公園体育館 



【競技委員会】 

 

平成 29年度 基本方針 

 愛媛県のバレーボールプレイヤーに、より多くの大会に参加できる機会を提供する。また、安全

で、充実感を持てる大会を開催する。その実現のため、今年度も引き続き、現在実施している大会

の見直しと今後のあり方について、各連盟と協力して検討・改善を継続的に行う。 

 ＭＲＳでの大会申し込みとチェック体制の確立（ＭＲＳシステムの研究）、大会要項や大会結果

の協会ホームページへの速やかな掲載、大会運営の効率化についての研究など、ＩＴ化をより一層

推進する。 

本県開催の全国大会、四国ブロック大会、その他について尽力する。 

愛媛国体・愛媛大会の準備を確実に実施し、大会を成功に導く。 

 

平成 29年度 事業計画 
１ 競技会 

（１）全国大会、四国ブロック大会 

平成 29年度国内競技会日程一覧、平成 29年度ビーチバレーボール事業一覧、 

その他（別紙参照） 

（２）県内大会 

平成 29年度 各種大会日程一覧表（別紙参照） 

 

２ 会議・研修会 

  （１）競技委員会正副委員長会議を適宜実施する。 

  （２）平成 29年度 全国競技委員長研修会 平成 30年３月予定 

 

３ 連絡事項 

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。 

なお、詳細は主管団体や所属連盟にお問い合わせください。 

 



平成29年度国内競技会日程　一覧　

競技会名 都道府県 開催地

女子ﾚｷﾞｭﾗｰR 4/29 (土) ～ 6/4 (日) 各地
埼玉・大分
岐阜・兵庫

女子ﾌｧｲﾅﾙR 6/17 (土) ～ 6/18 (日) 広島

男子 10/7 (土) ～ 10/9 (月) 東京 江東区

第69回全日本実業団女子選手権大会

第70回全日本実業団男子選手権大会

3 第37回全日本クラブカップ女子選手権大会 7/28 (金) ～ 7/30 (日) 長野 長野市 7/27 (木) 7/28 (金) 7/5 (水) 7/8 (土)

4 第37回全日本クラブカップ男子選手権大会 8/4 (金) ～ 8/6 (日) 大阪 大阪市 8/3 (木) 8/4 (金) 7/5 (水) 7/9 (日)

5 第17回　日本スポーツマスターズ2017 9/16 (土) ～ 9/19 (火) 兵庫 神戸市ほか 9/15 (金) 9/16 (土) 7/14 (金) 7/30 (日)

6 第86回全日本総合女子選手権大会 10/27 (金) ～ 10/30 (月) 京都 京都市ほか 10/27 (金) 10/27 (金) 9/22 (金) 10/7 (土)

7 第16回全国社会人西ブロック　男女優勝大会 10/28 (土) ～ 10/30 (月) 岡山 岡山市 10/27 (金) 10/28 (土) 9/13 (水) 9/17 (日)

8 第16回全国社会人東ブロック　男女優勝大会 11/10 (金) ～ 11/12 (日) 岐阜 大垣市 11/9 (木) 11/10 (金) 10/4 (水) 10/7 (土)

9 第87回全日本総合男子選手権大会 11/24 (金) ～ 11/27 (月) 大阪 大阪市 11/24 (金) 11/24 (金) 10/11 (水) 10/21 (土)

1 第66回黒鷲旗 全日本男女選抜大会 5/2 (火) ～ 5/7 (日) 大阪 大阪市 5/1 (月) 5/2 (火) 4/5 (水) 4/8 (土)

2 全国高校総体　男子 7/28 (金) ～ 8/1 (火) 山形 山形市・寒江市・天童市 7/28 (金) 7/28 (金) 6/28 (水) 7/2 (日)

3 全国高校総体　女子 7/28 (金) ～ 8/1 (火) 宮城 利府町・多賀城市 7/28 (金) 7/28 (金) 6/28 (水) 7/2 (日)

4 第44回 全国高等学校定時制･通信制大会 8/2 (水) ～ 8/6 (日) 神奈川 平塚市 8/2 (水) 8/2 (水) 6/28 (水) 7/1 (土)

5 第37回 全日本小学生大会 8/7 (月) ～ 8/10 (木) 関東
渋谷区・町田市・所沢市・

浦安市・川崎市 8/7 (月) 8/7 (月) 6/30 (金) 7/16 (日)

6 第37回全日本クラブカップ男子選手権大会 8/11 (金) ～ 8/13 (日) 和歌山 和歌山市 8/10 (木) 8/11 (金) 7/12 (水) 7/16 (日)

7 第37回全日本クラブカップ女子選手権大会 8/10 (木) ～ 8/13 (日) 福岡 福岡市 8/10 (木) 8/10 (木) 7/5 (水) 7/9 (日)

8 第52回 全国高等専門学校体育大会 8/18 (金) ～ 8/19 (土) 東京 大田区 8/17 (木) 8/17 (木) 7/24 (月) 8/17 (木)

9 第47回全日本中学校選手権大会 8/22 (火) ～ 8/25 (金) 宮崎 宮崎市・都城市 8/22 (火) 8/22 (火)

10 第20回全国ヤングクラブ優勝大会 9/23 (土) ～ 9/24 (日) 大阪 門真市・大阪市 9/22 (金) 9/23 (土) 7/18 (火) 8/10 (木)

11 第72回　　国民体育大会 10/6 (金) ～ 10/9 (月) 愛媛
八幡浜市・伊方町
伊予市・鬼北町 10/5 (木) 10/6 (金) 9/6 (水) 9/9 (土)

第70回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　男子大学選手権大会 11/27 (月) ～ 12/3 (日) 関東
　　大田区・墨田区・港区

日野市・八王子市 11/27 (月) 11/27 (月)

第64回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　女子大学選手権大会 11/27 (月) ～ 12/3 (日) 関東
　　大田区・墨田区・港区

日野市・八王子市 11/27 (月) 11/27 (月)

13 第31回全国都道府県対抗中学大会 12/25 (月) ～ 12/28 (木) 大阪 大阪市 12/25 (月) 12/25 (月)

14 2017/18　Ｖ・プレミアリーグ ～ 全国各地

15 2017/18　Ｖ・チャレンジリーグ ～ 全国各地

第8回 全国6人制バレーボールリーグ

総合男女優勝大会　　　　  地域リーグ 4月 ～ 12月 全国各地

東西決勝リーグ ２月 ～ ３月 未定

グランドチャンピオンマッチ ３月 未定

都道府県ラウンド ～ 全国各地

ブロックラウンド ～ 全国各地

ファイナルラウンド　 ～ 東京

～ 東京

1 ジャパンビーチバレーボールツアー2017 5月 ～ 10月 全国各地

2 第16回全日本ビーチバレーｼﾞｭﾆｱ男子選手権大会 8/4 (金) ～ 8/7 (月) 大阪 阪南市 8/4 (金) 8/4 (金)

3
ビーチバレー・ジャパン・カレッジ2017

第29回　全日本ビーチバレー大学男女選手権大会
8/8 (火) ～ 8/10 (木) 神奈川 川崎市

4
'１7マドンナカップｉｎ伊予市
ビーチバレージャパン女子ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 8/10 (木) ～ 8/13 (日) 愛媛 伊予市 8/10 (木) 8/10 (木) 7/26 (水) 7/27 (木)

5 第31回 ビーチバレージャパン 8/11 (金) ～ 8/13 (日) 神奈川 藤沢市 8/10 (木) －

6 第8回全国中学生ビーチバレー大会 8/13 (日) ～ 8/14 (月) 神奈川 藤沢市 8/13 (日) 8/13 (日) 8/2 (水) 8/5 (土)

7 第28回全日本ビーチバレー女子選手権大会 8/17 (木) ～ 8/20 (日) 大阪 泉南郡岬町 8/17 (木) 8/17 (木) 7/31 (月) 8/2 (水)

8 第72回　　国民体育大会 9/15 (金) ～ 9/17 (日) 愛媛 伊予市 9/14 (木) 9/14 (木) 8/24 (木) 8/26 (土)

1 第25回 全国ソフトバレーシルバーフェスティバル 10/7 (土) ～ 10/9 (月) 埼玉 さいたま市 10/7 (土) 10/8 (日) 7/28 (金) 8/19 (土)

2 第19回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル 11/17 (金) ～ 11/19 (日) 茨城 日立市 11/17 (金) 11/18 (土) 8/18 (金) 9/8 (金)

3 第6回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル 11/10 (金) ～ 11/12 (日) 山形 米沢市 11/10 (金) 11/11 (土) 7/28 (金) 8/19 (土)

4 第2回ソフトバレー・フリーフェスティバル 2/16 (金) ～ 2/18 (日) 東京 町田市 2/16 (金) 2/17 (土) 11/30 (木) 12/23 (土)

8人制 1 第8回 全国ヴィンテージ８’s交流大会 10/20 (金) ～ 10/22 (日) 静岡 御殿場市 10/20 (金) 10/20 (金)

時点

(水)

1 - - -

開　催　期　間
代表者
会議

開 会 式 締 切 日 抽 選 日

(金)2 7/21 (金) ～

-

7/21 (金) 6/21 6/24 (土)7/24 (月) 埼玉
さいたま市・

蓮田市・川越市
7/21

６

人

制
1/3 (水) 1/4 (木)(月) 東京 渋谷区

12

16

18

4月 7月

17 第70回　全日本高等学校選手権大会 1/4 (木) ～ 1/8

9月 10月

ビ

|

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） 2017.3.4

９

人

制

平成29年度
天皇杯・皇后杯

全日本選手権大会

第3回 全日本9人制
バレーボール
トップリーグ



平成29年度ビーチバレーボール事業 一覧　

競技会名 都道府県
開催地

(またはﾌﾞﾛｯ
ｸ)

会場

1 第16回全日本ビーチバレーボールジュニア選手権大会 8/4 (金) ～ 8/7 (月) 大阪 阪南市 箱作海水浴場 ぴちぴちビーチ 8/4 (金) 8/4 (金)

2
ビーチバレー・ジャパン・カレッジ2017
第29回全日本ビーチバレーボール大学男女選手
権大会

8/8 (火) ～ 8/10 (木) 神奈川 川崎市 川崎マリエン

3
`17マドンナカップin伊予市
ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会 8/10 (木) ～ 8/13 (日) 愛媛 伊予市

五色姫海浜公園
ビーチバレーコート

8/10 (木) 8/10 (木) 7/26 (水) 7/27 (木)

4 第31回ビーチバレージャパン 8/11 (金) ～ 8/13 (日) 神奈川 藤沢市
鵠沼海岸

常設ビーチバレーコート
8/10 (木) -

5 第8回全国中学生ビーチバレー大会 8/13 (日) ～ 8/14 (月) 神奈川 藤沢市
鵠沼海岸

常設ビーチバレーコート
8/13 (日) 8/13 (日) 8/2 (水) 8/5 (土)

6 第29回全日本ビーチバレー女子選手権大会 8/17 (木) ～ 8/20 (日) 大阪 岬町
せんなん里海公園ビーチバレー競技

場（潮騒ビバレー、ほか） 8/17 (木) 8/17 (木) 7/31 (月) 8/2 (水)

7
2017年度（平成29年度）笑顔つなぐえひめ国体
第72回国民体育大会ビーチバレーボール競技会 9/15 (金) ～ 9/17 (日) 愛媛 伊予市

五色姫海浜公園
ビーチバレーコート

9/14 (木) 9/14 (木) 8/24 (木) 8/26 (土)

1 北海道ブロック予選 7/30 (日) ～ 北海道 旭川市
旭川物流団地協議会
ビーチバレーコート

7/30 (日) 7/30 (日) 7/12 (水) 7/15 (土)

2 東北ブロック予選 7/23 (日) ～ 秋田県 男鹿市 宮沢海岸

3 関東ブロック予選 7/23 (日) ～ 茨城県 大洗町 大洗サンビーチ 7/23 (日) 7/23 (日) 6/29 (木)

4 北信越ブロック予選 7/8 (土) ～ 7/9 (日) 福井県 小浜市

5 東海ブロック予選 7/23 (日) ～ 静岡県 掛川市 大東ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｺｰﾄ

6 近畿ブロック予選 7/9 (日) ～ 兵庫県 明石市 大蔵海岸公園

7 中国ブロック予選 7/9 (日) ～ 広島県

8 四国ブロック予選 7/23 (日) ～ 徳島県 鳴門市 鳴門ウチノ海総合後援 7/23 (日) 7/23 (日) 7/7 (金) 7/23 (日)

9 九州ブロック予選 7/8 (土) ～ 7/9 (日) 佐賀県 伊万里市 イマリンビーチ

1 JBVBT2017 第1戦 東京大会 5/3 (水) ～ 5/5 (金) 東京 港区
お台場海浜公園
おだいばビーチ

4/9 (日) 4/10 (月) 4/28 (金)

2 JBVBT2017 第2戦 伊予大会 6/10 (土) ～ 6/11 (日) 愛媛 伊予市
五色姫海浜公園

ビーチバレーコート
5/17 (水) 5/18 (木) 6/5 (月)

3 JBVBT2017 第3戦 南あわじ大会 7/1 (土) ～ 7/2 (日) 兵庫 南あわじ市 慶野松原海水浴場 6/7 (水) 6/8 (木) 6/26 (月)

4 JBVBT2017 第4戦 行橋大会 7/16 (日) ～ 7/17 (月) 福岡 行橋市 長井浜海水浴場 6/22 (木) 6/23 (金) 7/11 (火)

5 JBVBT2017 第5戦 大洗大会 7/29 (土) ～ 7/30 (日) 茨城
東茨城郡
大洗町

大洗サンビーチ 7/5 (水) 7/6 (木) 7/24 (月)

6 JBVBT2017 第6戦 若狭おばま大会 8/5 (土) ～ 8/6 (日) 福井 小浜市
若狭鯉川シーサイドパー

ク
7/12 (水) 7/13 (木) 7/31 (月)

7 JBVBT2017 第7戦 平塚大会 8/26 (土) ～ 8/27 (日) 神奈川 平塚市 湘南ひらつかビーチパーク 8/2 (水) 8/3 (木) 8/21 (月)

8 JBVBT2017 第8戦 東京大会 9/2 (土) ～ 9/3 (日) 東京 大田区 ※建設中（3/25OPEN） 8/9 (水) 8/10 (木) 8/28 (月)

9 JBVBT2017 第9戦 都城大会 9/22 (金) ～ 9/24 (日) 宮崎 都城市 霧島ファクトリーガーデン 8/29 (火) 8/30 (水) 9/17 (日)

10 JBVBT2017 ファイナル大阪グランフロント大会 9/30 (土) ～ 10/1 (日) 大阪 大阪市
グランフロント

うめきた広場/桜ノ宮
9/6 (水) 9/7 (木) 9/25 (月)

1 U-23平塚サテライト大会 4/22 (土) ～ 4/23 (日) 神奈川県 平塚市 湘南ひらつかビーチパーク 3/29 (水) 3/30 (木) 4/17 (月)

2 横浜サテライト大会 5/20 (土) ～ 5/21 (日) 神奈川県 横浜市 横浜海の公園 4/26 (水) 4/27 (木) 5/15 (月)

3 U-23兵庫サテライト大会 5/27 (土) ～ 5/28 (日) 兵庫県 須磨市 須磨海岸 5/3 (水) 5/4 (木) 5/22 (月)

4 高萩サテライト大会 7/16 (日) ～ 7/17 (月) 茨城県 高萩市 高戸（前浜海岸） 6/22 (木) 6/23 (金) 7/11 (火)

5 U-23横浜サテライト大会 7/29 (土) ～ 7/30 (日) 神奈川県 横浜市 横浜海の公園 7/5 (水) 7/6 (木) 7/24 (月)

6 平塚サテライト大会 8/26 (土) ～ 8/27 (日) 神奈川県 平塚市
湘南ひらつかビーチパー

ク
8/2 (水) 8/3 (木) 8/21 (月)

7 越谷サテライト大会 9/9 (土) ～ 9/10 (日) 埼玉県 越谷市 しらこばと水上公園 8/16 (水) 8/17 (木) 9/4 (月)

8 岐阜サテライト大会 10/14 (土) ～ #### (日) 岐阜県 海津市 長良川サービスセンター 9/20 (水) 9/21 (木) 10/9 (月)

9 サテライト大会（予定） 10/21 (土) ～ #### (日) （調整中） （調整中） （調整中） 9/27 (水) 9/28 (木) #### (月)

10 U-23広島サテライト大会（予定） 10/28 (土) ～ #### (日) 広島県 （調整中） （調整中） 10/4 (水) 10/5 (木) #### (月)

11 U-23愛媛サテライト大会 11/3 (金) ～ 11/4 (土) 愛媛県 伊予市
五色姫海浜公園

ビーチバレーコート
#### (火) 10/11 (水) #### (日)

12 U-23川崎サテライト大会 11/18 (土) ～ #### (日) 神奈川県 川崎市 川崎マリエン #### (水) 10/26 (木) #### (月)

13 U-23東京サテライト大会（予定） 2/10 (土) ～ 2/12 (月) 東京都 （調整中） （調整中） 1/17 (水) 1/18 (木) 2/5 (月)

1 Vマッチ・ビーチバレーボール大会 5/20 (土) ～ 5/21 (日) 東京都 大田区 ※建設中（3/25OPEN）

2 全国4人制大会 9/23 (土) ～ 9/24 (日)

3 【AVC】アジアツアー 10/6 (金) ～ 10/9 (月) 大阪府 大阪市
グランフロント

うめきた広場/桜ノ宮

4 ビーチバレー川崎市長杯 10/7 (土)～ 10/8 (日) 神奈川県 川崎市 川崎マリエン

1
２８年度全国ビーチバレーボール
審判講習会・育成モデル講習会

3/25 (土) ～ 3/26 (日) 神奈川県 川崎市 川崎マリエン

2 東日本ブロック審判講習会 5/13 (土) 福井県 （調整中） （調整中）

3 西日本ブロック審判講習会 5/20 (土) 愛媛県 （調整中） （調整中）

4 ビーチバレーボール審判員研修会 8/8 (火) ～ 8/10 (木) 神奈川 川崎市 川崎マリエン

5 ビーチバレーボールＡ級審判員技術強化事業 8/16 (水) ～ 8/18 (金) 大阪 岬町
せんなん里海公園

ビーチバレー競技場他

6
ビーチバレーボール特別Ａ級審判
員
資格取得審査講習会

8/24 (木) ～ 8/27 (日) 神奈川 平塚市
湘南ひらつかビーチパー

ク

7 指導者研修会 10/14 (土) ～ #### (日) 三重 （調整中）

8 指導者研修会 ～ （調整中）

時点
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※日本ビーチバレーボール連盟との共催及び主催事業 2017年2月25日

抽 選 日開　催　期　間
代表者
会議

開 会 式 締 切 日
出場チーム

発表



29/3/21　現在

県 会場地

1 5 月 13 日（ 土 ） ～ 14 日（ 日 ） 愛媛・松山市

2 7 月 7 日（ 金 ） ～ 9 日（ 日 ） 愛媛・四国中央市

3 7 月 2 日（ 日 ） ～ 日（ ） 愛媛・松山市

4 9 月 10 日（ 日 ） ～ 日（ ） 愛媛・宇和島市ほか

5 11 月 25 日（ 土 ） ～ 日（ ） 愛媛・松山市

6 9 月 3 日（ 日 ） ～ 日（ ） 香川・高松市

7 3 月 17 日（ 土 ） ～ 18 日（ 日 ） 香川・丸亀市

8 10 月 15 日（ 日 ） ～ 日（ ） 香川・高松市

9 1 月 14 日（ 日 ） ～ 日（ ） 香川・東かがわ市

10 5 月 14 日（ 日 ） ～ 日（ ） 徳島・徳島市

11 7 月 1 日（ 土 ） ～ 2 日（ 日 ） 徳島・徳島市

12 7 月 15 日（ 土 ） ～ 16 日（ 日 ） 徳島・徳島市、北島町

13 7 月 23 日（ 日 ） ～ 日（ ） 徳島・鳴門市

14 8 月 20 日（ 日 ） ～ 日（ ） 徳島・徳島市

15 6 月 11 日（ 日 ） ～ 日（ ） 徳島・徳島市

16 10 月 21 日（ 土 ） ～ 22 日（ 日 ） 徳島・徳島市、小松島市

17 3 月 17 日（ 土 ） ～ 18 日（ 日 ） 徳島・徳島市

18 8 月 20 日（ 日 ） ～ 22 日（ 火 ） 徳島・三好市

19 4 月 16 日（ 日 ） ～ 日（ ） 徳島・鳴門市

20 6 月 11 日（ 日 ） ～ 日（ ） 徳島・鳴門市

21 6 月 16 日（ 金 ） ～ 18 日（ 日 ） 高知・春野町

22 7 月 8 日（ 土 ） ～ 9 日（ 日 ） 高知・南国市

23 7 月 29 日（ 土 ） ～ 30 日（ 日 ） 高知・南国市

24 3 月 17 日（ 土 ） ～ 18 日（ 日 ） 高知・南国市

25 8 月 5 日（ 土 ） ～ 6 日（ 日 ） 高知・南国市

26 その他 未定 月 日（ ） ～ 日（ ） （未定）

会場地

27 9 月 15 日（ 金 ） ～ 17 日（ 日 ） 愛媛・伊予市

28 10 月 6 日（ 金 ） ～ 9 日（ 月 ） 愛媛・伊予市ほか

29 10 月 28 日（ 土 ） ～ 30 日（ 月 ） 愛媛・松山市ほか

30 8 月 10 日（ 木 ） ～ 13 日（ 日 ） 愛媛・伊予市

31 6 月 10 日（ 土 ） ～ 11 日（ 日 ） 愛媛・伊予市

月 日（ ） ～ 日（ ）

会場地

男子 平成 年 月 日 ( ) ～ 月 日 ( )

女子 平成 年 月 日 ( ) ～ 月 日 ( )

男子 平成 年 月 日 ( ) ～ 月 日 ( )

女子 平成 年 月 日 ( ) ～ 月 日 ( )

平成 年 月 日 ( ) ～ 月 日 ( )

会場地

月 日（ ） ～ 日（ ）

四国ソフトバレーファミリー＆キッズフェスティバル

ソフトバレーリーダー養成講習会

ママさん四国ブロック審判講習会

四国小学生大会

四国ママさんバレーボールいそじ大会

四国高等学校選手権大会

四国高等学校新人大会

四国地区大学総合体育大会

四国ママさんバレーボール大会

四国高専春季リーグ

四国高等学校ブロック長身者発掘合宿

四国クラブ選手権

四国ソフトバレー総合フェスティバル

四国ブロック審判講習会（6人制）

四国中学校長身者強化練習会

四国中学生選抜優勝大会

国民体育大会四国ブロック大会（ビーチバレー）

四国ママさんバレーボールことぶき大会

     

（１）平成29年度事業計画（案）

　①四国連盟主催及び共催競技会，ＪＶＡの審判委員会及び指導普及委員会事業

競　　　　技　　　　名 開催日程（開会式～終了）

天皇杯・皇后杯全日本６人制バレーボール選手権大会

ソフトバレーリーダー養成講習会

平成29年度　事業計画（案）及び予算（案）について

四国大学春季リーグ

四国地区高等専門学校体育大会

　③Ｖリーグ機構

競　　　技　　　名 開　　　　催　　　　日

四国中学校総合体育大会

Ｖ・サマーリーグ

　②ＪＶＡ補助競技会・主催及び共催競技会

愛媛国体（ビーチバレーボール）

ジャパンビーチバレーボールツアー愛媛大会

開催日程（開会式～終了）

開催日程（開会式～終了）

　④その他

競　　　　技　　　　名

2017/2018
Ｖ・プレミアリーグ

2017/2018
Ｖ・チャレンジリーグ

ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会

愛媛国体（インドア）

愛媛大会（障害者スポーツ大会）

愛
媛

香
川

徳
島

高
知

国民体育大会四国ブロック大会（インドア）

四国大学秋季リーグ

競　　　　技　　　　名

四国ブロック審判講習会（9人制）



No.1

四国大会期間 四国会場 全国大会期間 全国会場

なし なし

ねんりんピック
11/17（金）～19（日）

レディース
10/27（金）～29（日）

ねんりんピック
諫早市

レディース
日立市

なし なし

シルバー
10/7（土）～9（月）

フリー
H30年

2/16（金）～18（日）

シルバー
さいたま市

フリー
町田市

なし なし 11/10（金）～12（日） 米沢市

なし なし なし なし

なし なし なし なし

なし なし なし なし

なし なし 8/2（水）～5（土） 岩手県

なし なし
　　H30年
　　3/9（金）～11（日）

大阪府

なし なし なし なし

なし なし 12/1（金）～4（月） 鳥取県

なし なし なし なし

なし なし なし なし

なし なし なし なし

なし なし
男子　8/11(金)～13(日)
女子　8/17(木)～20(日)

混合　未定

神奈川県藤沢市
大阪府岬町

神奈川県川崎市

なし なし
男子　8/4(金)～7(月)

女子　8/10(木)～13(日)
大阪府阪南市
愛媛県伊予市

7/22（土） 松山市 調整中 調整中

なし なし 調整中 神奈川県藤沢市

ビーチバレー・ジャパン・カレッジ2017

愛媛県ソフトバレーボールフェスティバル
第25回全国シルバーフェスティバル

愛媛県予選大会
第2回トリムフリー愛媛県予選大会

5月14日(日)
砥部町陶街道

ゆとり公園体育館

第32回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会

第46回愛媛県ママさんバレーボール
総合親善大会

11月23日（木）
愛媛県総合

運動公園体育館他

第8回全国中学生ビーチバレー大会
愛媛県大会

7月17日（日）
伊予市五色姫

海浜公園

平成29年度　愛媛県高等学校
バレーボール新人大会

H30年2月3日(土)
～4日(日)

男子　小松高校
女子　西条高校

（会場の変更あり）

H30年
3/17(土)～18(日)

徳島市 なし

Ｈ30年
1/4（木） ～8（月）

愛媛県武道館

菊間緑の広場公園運動場
総合体育館

東温市川内体育センター

なし

なし

西条市総合体育館

渋谷区

男子　山形市・寒江市ほか
女子　利府町・多賀城市

       Ｈ30年
       3月25日（日）

西条市総合体育館

松山市立窪田小学校体育館
松山市立荏原小学校体育館

八幡浜市民
スポーツセンター

伊方スポーツセンター
なし

愛媛県総合
運動公園体育館

愛媛県武道館 なし なし

6/16(金)～19(日)

第10回MORIMO杯
四国ソフトバレー交流大会

4月23日（日）

第41回テレビ愛媛杯ママさん
バレーボール愛媛県大会

第6回全国ママさんバレーボール
冬季大会愛媛県大会

第48回全国ママさんバレーボール
愛媛県大会　兼

第47回四国ママさんバレーボール
愛媛県大会

11月１9日（日）

7月３0日(日)

2017愛媛県スポーツレクリェーション祭

第29回全国家庭婦人バレーボール
いそじ大会愛媛大会　兼

第47回四国ママさんバレーボール
愛媛県大会

6月11日（日）

愛媛県スポーツレクリェーション祭
2017家庭婦人バレーボール大会

第70回
全日本バレーボール高等学校
選手権大会愛媛県代表決定戦

男子
7/28(金)～8/1(火)

女子
 7/28(金)～8/1(火)

9月3日（日）

平成29年度　愛媛県高等学校
総合体育大会

ソフトバレーボールフェスタ愛媛2017 H30年2月18日（日）

8月19日(土)
～20日(日)

6月3日(土)
～5日(月)

男子・女子
松前公園体育館(4・5日)

男子　新田・松山中央(3日)
女子　松山東・東温(3日)

5月7日（日）

宮崎市・都城市

春野町

Ｈ30年
3/17（土）～18（日）

丸亀市
H30年1月27日(土)

～1月28日(日)

なし

8/5（土）～6（日）
南国市

8/22（火）～25（木）

なし なし

なし

4月23日（日）
4月29日（土）
4月30日（日）

6月18日（日）

6月25日(日）

7/29（土）～30（日）

なし

南国市

なし
西条市総合体育館
新居浜市民体育館

第6回全国スポレクフェスティバル
愛媛県予選大会

第25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２１日（日）
１月２８日（日）

平成29年度　愛媛県中学生
バレーボール選手権大会

6月１8日（日）

平成29年度　愛媛県中学生
バレーボール新人大会

11月11日（土）
～12日（日）

第30回　愛媛県中学校
バレーボール新人大会

第70回　愛媛県中学校
バレーボール総合体育大会

愛媛県ソフトバレーボールフェスティバル
第29回全国ねんりんピック愛媛県予選大会

第19回全国レディース交流大会愛媛県予選大会

なし

8/7（月）～10（木）

なし

大　　会　　名 実施日

   23(日)
      男子　(未定）
      女子　東予・丹原・小松・姫山
　　　混合　朝倉B&G

  29日(金) 男子　味生小体育館
  30日（日） 女子 伊予市民体育館

西条市総合体育館
ひうち体育館

西条西部体育館

愛媛県総合運動公園体育館

　３日(金)
　男子（県運動公園体育館）
　女子（県運動公園体育館）
　混合(未定）
　５日(日)
　女子（伊予市民体育館）

第32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

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｶｯﾌﾟ第37回
全日本バレーボール小学生大会

愛媛県大会
渋谷区ほか

なし なし

なし なし

なし

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

愛媛県総合
運動公園体育館

なし なし

なし なし

なし

平成29年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会日程　一覧表

2017ビーチバレージャパン
男女ジュニア選手権大会

愛媛県予選大会

平成29年度
愛媛県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ選手権大会

5月21日(日)

7月16日(日)

伊予市五色姫
海浜公園

なし

会場

愛媛ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭2017
小学生バレーボール大会

  21日（日）
  男子　（伊予市民体育館）
　混合　(伊予市民体育館）
  女子　松山市内体育館
  28日（日）
  女子　（松山市コミセン）

伊予市五色姫
海浜公園

なし

西条市総合体育館
他２会場

未定

10月15日（日）

8月27日（日）

7月25日(火)
～27日(木)

5月20日(土)
～21日（日）

11月3日（金）
11月5日（日）



No.2

四国大会期間 四国会場 全国大会期間 全国会場

なし なし なし なし
愛媛県6人制バレーボール

男子リーグ

H30年
2月18日(日)
3月4日(日)

愛媛大学

なし

愛媛県6人制総合
男女選手権大会

なし12月17日(日)
愛媛県総合

運動公園体育館
なし なし

男子
大阪市
女子

京都市ほか

第16回全国社会人西ブロック
男女優勝大会県予選

8月11日(金)

なし

愛媛県9人制総合
男女選手権大会

H30年
2月11日(日)

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

なし なし なし

全日本9人制総合
男子(第87回)・女子(第86回)

選手権大会県予選
9月10日(日) 今治市営中央体育館 なし なし

男子
11/24(金)～27(月)

女子
10/27(金)～30(月)

愛媛県総合
運動公園体育館

なし なし 10/28（土）～30（月）

神戸市ほか

東京都内

岡山市ほか

平成29年度天皇杯・皇后杯
愛媛県ラウンド

(ご注意)　実施日は、参加チーム数
により決定致します。

7月22日（土）
7月23日（日）
7月30日（日）

22日
松前公園体育館

23、30日
愛媛県総合運動公園体育館

9月3日（日） 高松市 （日程未定）

日本スポーツマスターズ2017
愛媛県予選

6月25日(日)
砥部町陶街道

ゆとり公園体育館
なし なし 9/16（土）～19（火）

6人制男子
和歌山市
6人制女子

福岡市
9人制男子

大阪市
9人制女子

長野市

全日本9人制実業団
男子(第70回)・女子(第69回)

選手権大会県予選
5月21日(日) （未定） なし なし 7/21(金)～24(月) さいたま市・川越市

第37回全日本6・9人制クラブ
カップ男女選手権大会県予選

6人制
5月7日（日）

9人制
5月21日（日）

6人制
愛媛県総合

運動公園体育館
9人制

松前公園体育館

7/15（土）～16（日）
徳島市
ほか

6人制男子
8/10(木)～13(日)

6人制女子
8/11(金)～13(日)

9人制男子
8/4(金)～6(日)

9人制女子
7/28(金)～7/30(日)

平成29年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会日程　一覧表

大　　会　　名 実施日 会場

【ご注意】上記の表は、平成29年3月21日(火)現在で作成しています。予定は変更することがあります。ご自身の加盟団体等に再度ご確認をお願いします。



【審判委員会】 

平成 29年度 基本方針 

  判定基準の統一を図り、安定した審判技術とメンタル面の強化に努める。また、試合中の選手やチームスタ

ッフ言動に対しては、ルールを的確に適用し、公平・公正で手際の良い判定により円滑な競技運営を行う。 

  選手・指導者を対象に、ルール及びルールの取扱いについて説明を行い、ルールの正しい理解とともに

ルール遵守を醸成する。 

 

平成 29年度 事業計画 

 １ 平成 29年度愛媛県審判講習会 

(1) 6人制審判講習会 4月 9日（日） 9:00～11:00 愛媛県立松山工業高等学校 

(2) ビーチバレーボール審判講習会 

           4月 9日（日） 11:30～12:30 愛媛県立松山工業高等学校 

(3) 9人制審判講習会 4月 9日（日） 13:30～15:30 愛媛県立松山工業高等学校 

  (4) 愛媛県 B級審判員講習会  

    第一回 7月下旬～8月  第二回 12月 

  

２ 平成 29年度日本協会公認 B・C級審判員資格取得講習会 

   7月下旬～8月上旬 9:00～17:00 愛媛県立松山中央高等学校 

 

 ３ 講習会派遣 

  (1) 全国 9人制講習会(大阪)                       2名 

  (2) 全国 6人制講習会(東京)                       2名 

  (3) 全国判定指導員研修会(東京)                     1名 

  (4)  全国ビーチバレー審判講習会(神奈川)                                  2名 

  (5)  四国ブロック A級審判員講習会(徳島)                      各 15名 

  (6)  Ｂ級審判員講習会(大阪)                                          2名 

  (7) Ａ級審判員講習会(東京)                         1名 

 (8)  ラインジャッジ講習会(大阪)                      1名 

 

４ 全国大会審判員派遣 

 (1) 高校総体女子（宮城）                      小野晃裕 

 (2) 第 47回全日本中学校選手権大会（宮崎）             松木穂高 

 (3) 第 28回全日本ビーチバレー女子選手権大会（大阪）   中矢雄二・伊藤涼子 

 

５ 関連事業 

(1) 平成 29年度ビーチバレーボール審判員西ブロック講習会(松山市) 5月 20日(土) 

 

 

 

 

 

 

 



　「えひめ国体実行委員会」活動計画　（平成29年度）

　平成29年度最大の行事である「えひめ国体」と「えひめ大会」を成功させるために、平成21年度に「Ｈ29：特別
強化委員会」を設置、平成23年度からは準備事業を加えた「Ｈ29：特別委員会」に改称、平成27年度からは
「えひめ国体実行委員会」に格上げして強化事業と準備事業（運営含む）の2本柱を精力的に対応してきている。

　平成29年度は「えひめ国体」と「えひめ大会」がいよいよ本番を迎える年であり強化事業、準備事業（運営含む）
ともこれまでの総決算として最大限に対応していく必要がある。強化事業では県民待望の天皇杯・皇后杯獲得
に貢献する事が期待されており、また準備事業（運営含む）では全国からのお客さんに喜んで頂けるようにする
事が重要であり、その為には「オール愛媛」で総力を挙げて取組んでいかなければならない。
　平成29年度の活動計画については下記の通りである。

Ⅰ．平成２９年度の推進体制

（リーダー：石丸直司） （スタッフ　　　：　　　）

（リーダー：矢野美紀）

（強化委員長：福田隆） (リーダー：神野智臣） （スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（リーダー：神野智臣） （スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（リーダー：川井隆広）

伊予市
（統括副委員長）
　　川井隆広

(主幹)

（統括副委員長）
　　樋野慎平

（全体総括委員長：中村進）

（統括副委員長）
　　八木毅

（総合成績計算委員：三浦累美　川崎幸子）　　　　

（統括副委員長） （スタッフ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
障害：佐々木係長（県障スポ課）

（統括副委員長） （スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（統括委員長） （スタッフ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（総務委員長：笠原正直）

（全体総括副委員長：堀内靖志）

ビーチバレーボール 競技副委員長：・競技委員・エントリー主任・委員・コート
主任・委員・記録報道主任・委員・放送主任・委員・審判
副委員長・委員・記録主任・委員・総務副委員長・委員・
式典主任・委員・総合成績計算副委員長・委員

＊練習会場主任・委員・線審主任・点示主任は地元役員

強化部会

（スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

少年女子

ビーチバレーボール （サブリーダー：佐伯美香　）

成年男子 （サブリーダー：高橋幸造　）

成年女子

少年男子

（サブリーダー：　　）

（サブリーダー：武市健太郎　）

（スタッフ　　　：水野志郎　）

（サブリーダー：吉田英弘　）

競技副委員長：井門盛由・競技委員２・エントリー主任１・
委員２・コート主任１・委員２・記録報道主任１・委員２・放
送主任１・委員２・審判副委員長：志波大介・委員８・記録
主任２・委員９・総務副委員長：岡本勝　白石智章・委員
２・式典主任：網江浩・委員２・総合成績計算副委員長１・
委員２

えひめ国体実行委員会 準備部会 成男：八幡浜市 競技副委員長：上田照利・競技委員２・エントリー主任１・
委員２・コート主任１・委員２・記録報道主任１・委員２・放
送主任１・委員２・審判副委員長：松木穂高・委員８・記録
主任２・委員９・総務副委員長：小野仁士　伊藤一三・委
員２・式典主任：池内裕紀・委員２

　（競技副委員
長）長井成明

＊練習会場主任・委員・線審主任・点示主任は地元役員

成女：伊方町

全国障害者
スポーツ大会

（総括委員長：神野和幸）
少男：伊予市 競技副委員長：兵頭英樹・競技委員２・エントリー主任１・

委員２・コート主任１・委員２・記録報道主任１・委員２・放
送主任１・委員２・審判副委員長：大西大輔・委員８・記録
主任２・委員９・総務副委員長：谷和男　石田泰忠・委員
２・式典主任：渡部一行・委員２

（総合成績計算副委員長：夏井昭則）　　 （統括副委員長）
　　川井隆広

＊練習会場主任・委員・線審主任・点示主任は地元役員

少女：鬼北町 競技副委員長：龍山賢治・競技委員２・エントリー主任１・
委員２・コート主任１・委員２・記録報道主任１・委員２・放
送主任１・委員２・審判副委員長：大村祥夫・委員８・記録
主任２・委員９・総務副委員長：加洲成人　曽我博徳・委
員２・式典主任：宇都宮浩仁・委員２

（統括副委員長）
　　石丸靖

（責任者：網江　浩） 身体：伊予市 （サブリーダー：聴覚障害者協会）

知的：松山市 （サブリーダー：平井壽道　）

（アドバイザー）
＊練習会場主任・委員・線審主任・点示主任は地元役員

精神：八幡浜市 （サブリーダー：安永まどか　上場ゆり　）
強化：辻岡係長（県教委）
準備：川田主幹（県国体準備課）



Ⅱ．強化部会
　　　　本年に開催される「えひめ国体」で目標としている「各種別とも入賞（8位以内）達成」を再確認して、これ
　　　までの強化対策をフォローしながら見直すところや課題などを明確にして内容をこれまで以上に充実させ
　　　ていく。特に目標をはっきりと設定しながら強化練習会を増やし、レベルの高いチームとの練習試合を通じて
　　　レベルアップしていく中で、危機感を持ちながら一歩一歩着実に進めていくことを目指す。特に10月の
　　  「えひめ国体」まで約半年の短期間であるので集中して取り組んでいく。　　　
　　　　ビーチバレーボールにおいては国体正式競技としてスタートとなる注目の大会のために男子、女子とも
　　　優勝を目指して取りこぼしのない準備をしていく。

   　　  「えひめ国体」が終わった後もそれまで蓄積した力を維持、向上させ次世代に引継ぐためにも小学生、
　　　中学生にはこれまでと同様の強化をしていく。

　　　　また、愛媛県全体のバレーボールのレベルアップの必要性から平成２３年度より取組んでいる「６人制　
　　　以外の強化事業」が各種別団体から好評であり成果も出ているので継続していく（但し、本年度までの
　　　事業とする）。
　　なお、強化部会の具体的な活動計画は次の通りである
　　　　　（１） 小学生単独のバレーボール教室や支援
　　　　　（２） 中学生単独のバレーボール教室や強化練習会
　　　　　（３） 高校生単独の強化練習会
　　　　　（４） 中・高校生合同の強化練習会　
　　　　　（５） 大学生の強化支援
　　　　　（６） 少年男子、少年女子（高校生）の国体県選抜チームの強化支援
　　　　　（７） 成年男子、成年女子（社会人・大学生など）の国体県選抜チームの強化支援
　　　　　（８） ＪＯＣ中学都道府県対抗選抜大会に出場する県選抜チームの強化支援
　　　　　（９） 成年男子の県選抜チームと「愛媛クラブ」（クラブチーム）、成年女子の「ＣＬＵＢ　ＥＨＩＭＥ」
　　　　　　　 　（クラブチーム）を強化指定チームとし強化対策の支援
　　　　　（10） 「競技専属アドバイザーコーチ事業」制度を最大限活用し、各種強化練習の指導は勿論の事、
　　　　　　　　 指導者の研修も含め選手、指導者共に県全体のレベルアップの推進
　　　　　　　　　（成年男子、少年男子は矢島久徳氏、成年女子は葛和伸元氏に依頼する）
　　　　　（11）少年の部の強化事業である「ターゲットエイジ事業」を継続
　　　　　（12）ビーチバレーボール男子・女子の強化支援
　　　　　（13）「６人制以外の強化事業」の継続実施（但し、本年度までの事業とする）
　　　なお、各実施内容の詳細についてはそれぞれの関係者で計画して実施する。

Ⅲ．準備部会
　　　　本年開催の「えひめ国体」と「えひめ大会」を成功させるためには、強化事業と準備事業（運営含む）の
　　　大きな2本柱を着実に進める事であるが、準備事業（運営含む）については県の国体準備関係者の指導を
　　　受けながら進めていく。詳細については開催地である伊予市、八幡浜市、伊方町、鬼北町と県関係者
　　　との綿密な連携のもと協力関係をこれまで以上に密にしていく。

Ⅳ．全国障害者スポーツ大会（えひめ大会）
　　　　「えひめ国体」の数日後に開催される「えひめ大会」についても全力で取組み成功させなければならない。
　　　　これについても強化事業と準備事業（運営含む）があるが既に５年前から計画が進んでおり仕上げの
　　　段階にきている。
　　　　　バレーボールは競技種目の中でも重要な一つであるので県協会としても「えひめ国体実行委員会」
　　　に繰入れ、遅れる事のないように進めていく。

（以上）



愛媛県バレーボール協会規約に関する申し合わせ

１、第七章、第２６条の加盟団体の加盟金について
１) 愛媛県ママさんバレーボール連盟は、加盟金を納入する。
２) 加盟金については別に定める。

２、第七章、第２６条の加盟団体の登録料について
１) 愛媛県実業団バレーボール連盟(高等専門学校チームも含む)、愛媛県クラブバレーボール

連盟、愛媛県大学バレーボール連盟、愛媛県高体連バレーボール専門部及び、愛媛県中学生
バレーボール連盟、小学生バレーボール連盟の各加盟チームは、登録料を納入する。

２) 登録料金については別に定める。

愛媛県バレーボール協会規約に関する申し合わせ、１、加盟金及び２、登録料は、次の通りとする。

表－２
加盟団体名 加 盟 金 登 録 料 （加盟金・分担金内訳）

県 体 協 四国連盟 日本協会 全国団体
実業団連盟 各ﾁｰﾑ 25,000 (20,000)
クラブ連盟 各ﾁｰﾑ 25,000 (20,000) (30,000)
大学連盟 各ﾁｰﾑ 21,080
高体連専門部 各ﾁｰﾑ 20,000
中学生連盟 各ﾁｰﾑ 15,000
小学生連盟 各ﾁｰﾑ 7,000 (10,000) (30,000)
（ 県協会 ） 50,000 20,000

ママさん連盟 団体 10,000

加盟団体名 （登録料・運営費内訳）
全国団体 西 日 本 四 国 県 連 盟 県 体 協 県 協 会 ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ

実業団連盟 5,000 6,000 14,000
クラブ連盟 5,000 6,000 14,000

Ｂ登録 5,000
大学連盟 (10,000) ( 6,000 ) (10,000) 2,000 6,000 12,000 1,080
高体連専門部 500 2,320 2,100 14,000 1,080
中学生連盟 6,920 7,000 1,080
小学生連盟 6,000 1,000

ママさん連盟
ソフト連盟
ビーチ連盟
ﾔﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ連盟

３、(財)日本バレーボール協会個人登録料の配賦金の運用については、次年度の一般会計に繰り入れ、
各カテゴリー組織には３０％を目安に配賦する。ただし千円未満は切り上げることとする。

４、附則
この申し合わせは、平成２９年４月１日から施行する。



愛媛県バレーボール協会規約に関する細則 （案）

１、規約第四章、第４条(１)で規定する加盟団体は次の団体をいう。

(１) 愛媛県実業団バレーボール連盟 (６) 愛媛県小学生バレーボール連盟
(２) 愛媛県クラブバレーボール連盟 (７) 愛媛県ママさんバレーボール連盟
(３) 愛媛県大学バレーボール連盟 (８) 愛媛県ソフトバレーボール連盟
(４) 愛媛県高体連バレーボール専門部 (９) 愛媛県ビーチバレーボール連盟
(５) 愛媛県中学生バレーボール連盟 (10) 愛媛県ヤングクラブバレーボール連盟

２、規約第五章、第６条の役員の選考は次による。

(１) 役員選考委員会により選考する役員

１) 会長・監事の選考委員会は、副会長１名、理事長及び常任理事３名で構成する。
２) 理事長の選考委員会は、会長、副理事長１名及び常任理事３名で構成する。
３) 第四章、第５条２項に規定する各委員長の選考委員会は、会長、副会長１名、理事長

及び常任理事３名で構成する。

（２）指名による役員

１）副会長は、会長が指名し、直近の常任理事会で承認を得る。
２）副理事長は、理事長が指名し、直近の常任理事会で承認を得る。
３）運営理事は、第四章、第５条２項に規定する各委員長が指名し、直近の常任理事会で

承認を得る。

(３) 加盟団体及び支部が選出する役員

１) 第四章、第４条に規定する加盟団体及び支部は、下表に示す役員を選出する。
表－１

加盟団体名 常任理事 理 事 評 議 員
実業団連盟 １名 １名 登録チーム各１名
クラブ連盟 １名 ４名 登録チーム各１名
大学連盟 １名 ２名 登録チーム各１名
高体連専門部 １名 １０名 登録チーム各１名
中学生連盟 １名 １０名 登録チーム各１名
小学生連盟 １名 ３名 ８名
ママさん連盟 １名 ２名 ５名
ソフト連盟 １名 ２名 ５名
ビーチ連盟 １名 ２名 ５名
ヤングクラブ連盟 １名 １名 ３名
東中南予支部 各１名 ０名 ０名

３、附則

この細則は、平成２７年４月１日に遡って施行する。



　　平成29年度　　予　　　　算　　　　書　　

＜ 収 入 の 部 ＞

　 　科　　  目 28年度決算額 29年度予算額 増 減 摘　　　　　要

　１　昨年度繰越金 252,370 136,141 △ 116,229

　２　登　録　料 3,042,100 3,037,100 △ 5,000 実2,高専3,ク15,大７,高81,中156,小105

　３　還　元　金 957,806 975,561 17,755 日本協会個人登録料

　４　雑　収　入 30,053 30,050 △ 3 ＨＰ使用料、利子

　５　繰　入　金 0 0 0

　６　借　入　金 0 0 0

　　合　　　計 4,282,329 4,178,852 △ 103,477

＜  支 出 の 部 ＞

　 　科　　  目 28年度決算額 29年度予算額 増 減 摘　　　　　要

　１　事　業　費 2,010,488 2,030,000 19,512 委員会

　２　補　助　費 733,000 733,000 0 各加盟団体，東中南予支部費

　３　派　遣　費 774,000 693,000 △ 81,000 役員・審判派遣費

　４　納　入　金 443,800 443,800 0 県体協，日本協会，四国連盟

　５　褒　償　費 174,900 180,000 5,100 賞状，メダル

　６　慶　弔　費 10,000 50,000 40,000

　７　予　備　費 0 49,052 49,052

　８　次年度繰越金 136,141 0 △ 136,141

　　合　　　計 4,282,329 4,178,852 △ 103,477



内　　　訳

　　科　　　目 28年度決算額 29年度予算額 増 減 摘　　　要

　１　事　業　費 2,049,442 2,030,000 △ 19,442

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 200,000 200,000 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 426,014 420,000 △ 6,014 ホームページ
総務委員会事務局費 173,428 160,000 △ 13,428 評議員会資料，通信連絡費ほか

えひめ国体実行委員会 700,000 700,000 0

　２　補　助　費 733,000 733,000 0

実　連 5,000 5,000 0

高専連 5,000 5,000 0

クラブ連 38,000 38,000 0

学　連 13,000 13,000 0

高体連 90,000 90,000 0

中学連 77,000 77,000 0

小学連 30,000 30,000 0

ソフト連 5,000 5,000 0

ビーチ連 20,000 20,000 0

支部費 450,000 450,000 0

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
実連・高専登録料 25,000 5,000*5
日本実連負担金 20,000 日本実連
高体連負担金 1,500
実連・高専運営費 3,500

合　　計 25,000 25,000

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
クラブ連登録料 75,000 5,000*15
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 25,000

合　　計 75,000 75,000

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
学連登録料 21,560 3,080*7
学連運営費 21,560

合　　計 21,560 21,560

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
高体連登録料 275,400 3,400*81
全国高体連委員長会 35,000 大阪
高体連負担金 40,000 全国高体連専門部
高体連運営費 200,400

合　　計 275,400 275,400

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
中学連登録料 1,248,000 8000*156
JOC杯強化 800,000
四国選抜大会協力金 20,000
四国選抜大会参加費 40,000
中学連運営費 388,000

合　　計 1,248,000 1,248,000

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
小学連登録料 630,000 6000*105
日本小学連負担金 30,000
四国小学連負担金 10,000
小学連運営費 590,000

合　　計 630,000 630,000

　愛媛県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会規約
に関する申し合わせにより、
日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会個人登
録料の配賦金の運用は各組
織の３０％を目安に配賦。



愛 媛 県 バ レ ー ボ ー ル 協 会 規 約
昭和２５年３月制定

第 一 章 名 称

第 １条 本会は、愛媛県バレーボール協会（Ehime Prefecture Volleyball Association 略称 Ｅ.Ｖ.Ａ）
と称する。

第 二 章 目 的

第 ２条 本会は、愛媛県におけるバレーボール団体の統一的中枢機関となり、バレーボールの普
及振興を図ると共に、バレーボール愛好者の心身の健全な発展に寄与することを目的と
する。

第 三 章 事 業

第 ３条 本会は、第二章に定めた目的を達成するため、次の事業を行う。
１、愛媛県選手権大会の開催
２、その他国内大会の予選会の主催・主管
３、講習会・研修会等各種事業の実施
４、バレーボール技術及び指導法の研究
５、(財)日本バレーボール協会並びに他都道府県バレーボール協会との協調
６、他種目競技団体との連携並びに協調
７、その他必要な事業

第 四 章 組 織

第 ４条 本会は、次の加盟団体で組織する。
(1) バレーボール種別を代表する県単位の団体。
(2) 地域を代表するバレーボール団体。

２、東予・中予及び南予に支部を置く。

第 ５条 本会に、委員会を置く。
２、委員会は、総務委員会、強化委員会、指導普及委員会、競技委員会及び審判委員

会とする。委員会には委員長を置き、委員長は常任理事に就任する。
３、委員会に関する規程は、別に定める。

第 五 章 役 員

第 ６条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会 長 １ 名 (2) 副 会 長 若干名
(3) 理 事 長 １ 名 (4) 副 理 事 長 若干名
(5) 常 任 理 事 若干名 (6) 運 営 理 事 若干名
(7) 理 事 若干名 (8) 評 議 員 若干名
(9) 監 事 ２ 名

２、本会に、名誉会長、最高顧問、顧問及び参与を置くことができる。

第 ７条 前条の役員の任期は、２年間とする。
２、役員は、再任及び併任することができる。
３、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員による期間の任期は、他の役員

の任期とする。



第 ８条 会長は、本会を代表して会務を統括する。

第 ９条 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。また、特命事項を
担当する。

第１０条 理事長は、会務を処理執行する。

第１１条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故ある時はその職務を代行する。

第１２条 常任理事は、常務を処理する。

第１３条 運営理事は、運営を処理する。

第１４条 理事は、理事会の構成員となる。

第１５条 評議員は、評議員会の構成員となる。

第１６条 監事は、会計を監査する。

第１７条 名誉会長、最高顧問、顧問及び参与は、愛媛県バレーボール協会に功労のあった者とし、
常任理事会の推薦により、評議員会で決定する。

２、顧問は、会長の諮問に応じる。
３、参与は、常任理事会の諮問に応じる。

第１８条 役員の解任
２、役員は、評議員会の３分の２以上の決議により解任される。

第 六 章 会 議

第１９条 本会には、次の会議を置く。
(1) 評議員会
(2) 理事会
(3) 常任理事会

第２０条 評議員会は、理事会構成員と評議員で構成する。
２、評議員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
３、評議員会は、評議員会構成員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状を認め

る。
４、評議員会の決議は、出席者の過半数による。賛否同数の時は、議長がこれを決定

する。

第２１条 評議員会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び予算案 (2) 事業報告及び決算報告
(3) 役員の決定(会長、監事、理事長、各委員長) (4) 規約の改正
(5) その他重要な事項

第２２条 理事会は、常任理事会構成員と理事で構成する。
２、理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
３、理事会は、理事会構成員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状を認める。
４、理事会の決議は、出席者の過半数による。賛否同数の時は、議長がこれを決定す

る。

第２３条 理事会は、評議員会に提案する事項を審議する。



第２４条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、運営理事及び監事で構成
する。

２、常任理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
３、緊急の時は、会長、理事長及び関係常任理事による会議を開催し、必要事項を処

理し、常任理事会に事後承認を得ることができる。
４、常任理事会は、常任理事会構成員の４分の３以上の出席で成立する。ただし、代

理出席及び委任状を認める。
５、常任理事会の決議は、出席者の３分の２以上の賛成による。

第２５条 常任理事会は、会務執行に必要な事項及び理事会に付議すべき事項を審議する。

第 七 章 会 計

第２６条 本会の経費は、次にあげるものをもって充てる。
(1) 加盟団体の加盟金 (2) 加盟チームの登録料
(3) 各種団体からの補助金 (4) 事業収入
(5) 寄付金 (6) その他の収入

第２７条 本会の経費は、一般会計及び特別会計として処理する。

第２８条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第２９条 本会の予算及び決算は、常任理事会で編成して理事会で審議し、評議員会の承認を得な
ければならない。

第 八 章 登 録

第３０条 本会の登録は、（財）日本バレーボール協会加盟チーム登録規程による。ただし、クラ
ブチームＢ登録は、愛媛県バレーボール協会加盟チーム登録規程による。

第 九 章 付 則

第３１条 本会の規約の施行に関し、必要な事項の細則は、常任理事会で定める。

本規約は、昭和２５年４月１日から施行する。
本規約は、昭和３２年４月１日から施行する。
本規約は、昭和４５年４月１日から施行する。
本規約は、昭和４６年４月１日から施行する。
本規約は、昭和５０年４月１日から施行する。
本規約は、昭和５２年４月１日から施行する。
本規約は、昭和５６年４月１日から施行する。
本規約は、昭和６２年４月１日から施行する。
本規約は、平成 元年４月１日から施行する。
本規約は、平成 ３年４月１日から施行する。
本規約は、平成 ５年４月１日から施行する。
本規約は、平成 ７年４月１日から施行する。
本規約は、平成１３年４月１日から施行する。
本規約は、平成１４年４月１日から施行する。
本規約は、平成１９年４月１日から施行する。



愛 媛 県 バ レ ー ボ ー ル 協 会
慶 弔 規 程

（目的）

第１条 この規程は、愛媛県バレーボール協会における慶弔に関して必要な基準を定め

る。

（基準）

第２条 下表を基準にし、特別な場合は会長が変更するものとする。

（特別な場合の代決）

第３条 第２条を示す事項のうち、緊急に処理する必要があるものについては、会長・

副会長承認のうえ理事長が変更する。

（対象）

第４条 対象を、役員１（会長・副会長・理事長・常任理事・監事・運営理事）、役員

２（理事・委員会構成員）、役員３（名誉会長・最高顧問）、役員４（顧問・参

与）とする。

慶 弔 の 基 準 表

区 分 相 当 品

弔 電 協 会 名

役員１の死亡 遺族に対し 供 物 １ 万 円

花 輪 ２ 万 円

役員１の 役員１に対して 弔 電 協 会 名

父母、配偶者、実子 花 輪 １ 万 円

弔 電 協 会 名

役員２の死亡 遺族に対して 供 物 １ 万 円

花 輪 １ 万 円

役員２の 役員２に対して 弔 電 協 会 名

父母、配偶者、実子 花 輪

弔 電 協 会 名

役員３の死亡 遺族に対して 供 物 １ 万 円

花 輪 ２ 万 円

役員３の 役員３に対して 弔 電 協 会 名

父母、配偶者、実子 花 輪 １ 万 円

弔 電 協 会 名

役員４の死亡 遺族に対して 供 物 １ 万 円

花 輪 １ 万 円

役員４の 役員４に対して 弔 電 協 会 名

父母、配偶者、実子 花 輪

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。



           地域支部の運営要綱 

 

１．県協会の諸活動を円滑に行うと共に県内各地域での底辺拡大と活性化を図り、特色の

ある活動をするために３支部を置く。 

  

２．３支部は下記の通りとする。 

（１） 東予支部（四国中央市・新居浜市・西条市・今治市・上島町） 

（２） 中予支部（松山市・東温市・松前町・伊予市・砥部町・久万高原町） 

（３） 南予支部（大洲市・内子町・八幡浜市・伊方町・西予市・宇和島市・鬼北町 

         松野町・愛南町） 

 

３．各支部での諸活動内容についてはそれぞれの支部で決める事が出来るが、下記の内容

については各支部共通項目とする。 

（１） 具体的内容として 

・県協会の諸行事の中で各地域における行事への積極的な関与と支援。 

・各地域での大会、行事などの主導的運営（各地域予選大会など）。 

・支部長印が必要な場合には内容を精査し押印する。 

 ・その他、関係行事への関与。 

（２） 各支部の役員については支部で決めるが県協会に報告する事とする。なお、代

表１名が県協会の常任理事に就任する。（支部の役員については各加盟団体より

少なくとも１名は選出する事が望ましい）。 

（３） 役員会は少なくとも１年に１回は開催し意見交換の場とする（県協会の評議員

会終了後が望ましい）。 

（４） 上記活動を推進するために県協会より各支部に１年間１５０,０００円を助成

する。なお、助成金の活用については各支部で決めることが出来るが、会計に

ついては監事を置き厳正に行なう。また、県協会の監査を受けることもある。 

（５） 支部役員の任期は県協会と同様の２年間とし、４月１日から翌々年の３月３１

日までとする。 

（６） 会計年度は県協会と同様の１年間とし、４月１日から翌年の３月３１日までと

する。 

 

４．運営要綱の詳細についてはそれぞれの支部で決めることが出来るが、決定事項につい

ては県協会に報告する。 

                 

本要綱は、平成２３年３月２７日から施行する。 
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