
期　日

会　場 愛媛県武道館　大会議室

平成２２年３月２８日 (日)

平成２２年度

愛媛県バレーボール協会

評議員会資料



平成２１年度 第１回常任理事会議事録 
日  時    平成２１年 ４月２６（日） １７:３０～１９：００ 
場  所    愛媛県武道館  小会議室 
会議成立      確認 
会議資料      確認 
会長挨拶      中村 進 会長 
   
議  題  

１ 審議事項 

  (1) 副会長及び副理事長の指名（資料１）              石丸理事長 

    石丸理事長より、副会長及び副理事長の会長、理事長からの指名について説明があり、 

   承認された。副会長は、堀内靖志氏、副理事長は樋野慎平氏と門田典久氏。 

  (2) 役員の選任について（資料２）                 石丸理事長 

   ア 常任理事会構成員について 

   イ 委員会の構成員について 

   ウ 上部団体への役員選出 

   エ 顧問・参与の推挙について 

    上記の議題について、石丸理事長より説明があり、承認された。なお、顧問・参与の推 

   挙については次回の理事会で改めて提案されることになった。 

  (3) 愛媛県バレーボール協会規約に関する申し合わせの改正案について（資料３） 

                                 石丸理事長 

    石丸理事長から、愛媛県バレーボール協会規約に関する申し合わせの加盟金及び登録 

   料の改正について説明があり、承認された。 

  (4) 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（資料４） 

                                   石丸理事長 

    石丸理事長より、大会要項の説明と予算案について説明があった。 

 

 

平成２１年度 第２回常任理事会議事録 
日  時    平成２１年 ５月２４（日） １７:３０～１９：３０ 
場  所    愛媛県武道館  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  題 
 １ 審議事項 

 (1) 顧問・参与人事案について（資料１）                 石丸理事長    
   石丸理事長より、顧問、参与それぞれの推薦条件について説明があり、その条件により

顧問・参与として資料の方々が推薦され、承認された。                        

   (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のプログラ

ム広告依頼について（資料２～４）                   石丸理事長 
   石丸理事長より、上記の件について説明があった。 



  ２ 報告事項 
(1) ＭＲＳ研修について（資料５～６）                 池内競技委員長 

今後、各大会の申し込みがＭＲＳを使用したものになることの報告とその申し込み方法の 
注意点についての報告があった。 

    また、安川高体連専門委員長より、「小・中学校の部活動で顧問やチーム責任者が一括し

てＭＲＳで選手登録をした時には、卒業時に生徒にパスワードやメイルアドレスを教えてお

いてもらわないと高校でチーム登録をする際に不都合が生じる。」との意見が出された。  
    (2) Ｂ級・Ｃ級審判資格取得合格者について（資料７）          長井審判委員長         

  長井審判委員長より、今年度の審判資格取得合格者について報告があった。      
  (3) ソフトバレーボール全国大会について          藤田ソフトバレー連理事長

２０１０年９月にソフトバレーボールの全国大会が愛媛で開催されることの報告がなされ

た。 
 

平成２１年度 第３回常任理事会議事録 
日  時    平成２１年 ７月２６（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  題 
 １ 審議事項 

 (1) Vプレミアリーグ収支決算報告（資料１）             夏井総務副委員長    
   夏井総務副委員長より、Vプレミアリーグの収支決算報告が行われた。監査委員より、 

適正に処理されているとの報告がなされ、資料の通り承認された。                   

   (2) JOCカップ選手選考について                 樋野中体連専門部長          

     樋野中体連専門部長より１２月に行われる JOC カップに出場する県選抜チームの選手

選考について、８月８日（土）に最終選考会を開催し、８月末に結団式を行うので、選手

の常任理事会での承認が事後承認になることを了解してほしいとの説明がなされ、承認さ

れた。なお、選手選考の最終結果は決定次第、理事に送られる。 
   (3) 平成１２年度国体の各種別スタッフ・選手について（資料２～４）   門田強化委員長 

   門田強化委員長より、平成２１年度国体の各種別スタッフと選手候補の説明があり、出

場選手の最終決定は監督が行い、エントリーに関しては監督が決定することが承認された。 
(4) 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実行委員会について 

石丸理事長 
     石丸理事長より、上記の大会の実行委員の説明があり、大会副委員長に学連の三浦先生を

入れることの説明があり、承認された。 
 
  ２ 報告事項 

(2) 春高バレーの日程変更について                安川高体連専門委員長

安川高体連専門委員長より、平成２２年度から３月に開催されていた春高バレーが１月開 
   催になり、開催日程変更に伴い高校の新人戦が２月に地区予選と県予選が行われ、３月に四

国大会が開催されることになるだろうとの報告がなされた。 
 



平成２１年度 第４回常任理事会議事録 
日  時    平成２１年９月２７日（日） 1７:00～19:00 
場  所    坊っちゃんスタジアム 第５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 
 第４回常任理事会は、０９／１０V・プレミアリーグ女子バレーボール愛媛大会の実行委員会を

行いました。 
 
 

平成２１年度 第５回常任理事会議事録 
日  時    平成２１年 １１月２９（日） １８:００～１８：３０ 
場  所    居酒屋 華 
会議成立      確認 
会議資料      確認 
会長挨拶      中村 進 会長 
   
議  題 
 １ 審議事項 

 (1) 小学生・中学生優秀選手について（資料１・２）        久保田小学連理事長    
  久保田小学連理事長より、平成２１年度の小学生県優秀選手について説明があった。ま

た、石丸理事長より、中学生の県優秀選手の説明があり、小学生、中学生ともに承認され

た。                 
   (2) ２００９／１０Vプレミアリーグについて               石丸理事長         

     石丸理事長より、２００９／１０Vプレミアリーグ愛媛大会の実行委員会の発足と今回

の大会の開催までの実行委員会の開催日程、入場券の販売の方法などについて説明がなさ

れた。                                              

    
  ２ 報告事項 

(3) 審判委員会関係の資格認定報告（資料３）              長井審判委員長         
長井審判委員長より、日本バレーボール協会公認A級候補審判員に松木穂高さん、石田

曜子さんが合格したこと、川井隆広さんが2009/10Vリーグ公認JIVISスーパーバイザー

に認定されたことが報告された。 
 
 
 
 
 



平成２１年度 第６回常任理事会議事録 
 
日  時    平成２２年１月２４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収支決算報告         

夏井総務副委員長より、上記の大会の収支決算の報告があり、承認された。 
 

(2) 平成22年度審判講習会について                  
長井審判委員長より、平成２２年度審判講習会の要項についての説明があり、承認され

た。また、この要項を県協会のホームページに掲載することを確認した。 
 
 
 



　　「Ｈ２９：特別強化委員会」活動報告

　平成２９年に開催される「愛媛国体」を成功させるために愛媛県バレーボール協会としては強化事業関連、
開催予定地事業関連などについて取組みを開始した。
　特に最大の目標である天皇杯獲得に貢献するためには強化事業関連が最重要との考えから今年度より
「Ｈ２９：特別強化委員会」を設置しスタートさせたところである。
　初年度という事でもあり４種目（少年男子、少年女子、成年男子、成年女子）が同時にスタートという事には
ならなかったが、少年男子、少年女子については中学生、高校生の単独の強化練習会や、合同の強化練習会
などで軌道に乗りつつある。
　なお、それぞれの種目での課題については今後関係者の知恵を借りながら充実させていく。

　今年度の実施結果は下記の通りである。

　１．実施活動
　　　（１）中学生単独の強化練習会
　　　（２）高校生単独の強化練習会
　　　（３）小・中学生の合同強化練習会
　　　（４）中・高校生の合同強化練習会
　　　（５）「愛媛バレーボールクラブ」との連携による強化練習会

　２．今年度の担当メンバー
　　　（１）委員長　　　　　　中村会長
　　　（２）副委員長　　　　 堀内副会長、石丸理事長
　　　（３）事務局長　　　　 門田強化委員長
　　　（４）種目別担当者

　　　少年男子 　　少年女子 　　成年男子 　　　成年女子
リーダー 門田典久（高校・協会） 武市健太郎（高校） 神野和幸（高校・協会） 岡本康宏（大学）

サブリーダー 福田克典（高校） 神野智臣（高校） 福田　隆（大学） 矢野美紀（クラブ）

　　　〃 一色幸寛（中学） 浅岡龍一（中学）

スタッフ 石川裕司（高校・東予） 瀧山賢治（高校・東予）

　　　〃 吉田英弘（高校・中予） 石田曜子（高校・中予）

　　　〃 宇都宮武文（高校・南予田中義則（高校・南予）

　　　〃 白石建彦（中学） 谷岡　淳（中学）

　　　〃 加治勇人（中学）

オブザーバー 辻岡英幸（愛媛県教育委員会）



【強化委員会報告】 
平成２１年度事業報告 
１会議 

(１) 強化委員会 
平成２１年 ４月２０日 新田高等学校合宿所 
平成２１年 ６月 ８日 松前公園体育館         (少年男女三次選考) 
平成２１年 ６月１４日 松山大学御幸キャンパス会議室  (少年男子四次選考) 
平成２１年 ６月１９日 新田高等学校合宿所 
平成２１年 ６月２７日 松山南高等学校体育館職員室   (少年女子最終選考) 
平成２１年 ７月１１日 愛媛県武道館会議室       （少年男子最終選考）       
平成２１年１１月１５日 松山大学御幸キャンパス       (中・高・成年交流) 
平成２１年１１月２６日 愛媛県体育協会会議室      （第１回ヒヤリング） 
平成２１年１２月２４日 愛媛県庁会議室         （第２回ヒヤリング） 
平成２２年 ２月２１日 愛媛県武道館会議室         
平成２２年 ２月２１日 愛媛県庁会議室         (第３回ヒヤリング) 
平成２２年 ２月２８日 愛媛県総合運動公園体育館会議室 (９人制国体選考) 

２競技会 
(１) 国体選手選考会 

少年男子 
平成２１年 ６月１４日 松山大学御幸キャンパス 
平成２１年 ７月１１日 天皇杯愛媛県予選 
平成２１年１１月１５日 松山大学御幸キャンパス(第１回練習会) 
平成２２年 ２月１１日 松山大学御幸キャンパス(第２回練習会) 
平成２２年 ３月 ６日 愛媛県武道館(第３回練習会兼第２回中・高連携) 

※ 第４回愛媛バレーボールフェスティバル 
少年女子 
平成２１年 ６月２７日 松山南高等学校 

(２) 平成２２年度国体予選会 
成年９人制男子 
平成２２年 ２月２８日 愛媛県総合運動公園体育館 
優勝 東レ愛媛 
成年９人制女子 
平成２２年 ２月２８日 愛媛県総合運動公園体育館 
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２１年 ８月１５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人制男子、女子、成年９人制男子、女子・・・国体四国ブロック予選敗退 

少年男子・・・新潟国体 ２回戦敗退（ベスト１６） 
少年女子・・・新潟国体 ２回戦敗退（ベスト１６） 

   中学選抜・・・ＪＯＣカップ  
男子 決勝トーナメント進出 
女子 決勝トーナメント進出 



指導普及委員会 平成２１年度 事業報告 
 
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で実施 
                                        １２０名参加 
 
２  平成２１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１４日(土)・１５日(日)・２１日(土)・２２日(日) 
  計３０時間  松山工業高校体育館・大会議室で実施  ２４名が合格 
 
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で実施  
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(土) 愛媛県武道館で実施  
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)   
   ホテル機山館(東京)にて実施 
 
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 (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 常任理事会時に随時実施 
 
   愛媛バレーボールクラブ運営推進委員会委員会  常任理事会時に随時実施 
 
      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３日(日)・４日(月)   
    愛媛県武道館にて実施 
 
      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)  新田高校にて実施 
 
      第４回愛媛バレーボールクラブ教室  １１月１４日(土)  新田高校にて実施 
 
      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) 松山工業高校にて実施 
 
      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)余土中学校にて実施 
 
      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)  愛媛県武道館にて実施 
 
    第３回愛媛バレーボールヤングクラブ強化練習会  実施せず 
 
関連事業 
 
１  平成２２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  参加せず 
 
 
 



【審判委員会報告】 

平成 21 年度 事業報告 
 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 

参加者 約 40 名 
２ 平成 21 年度日本協会公認愛媛県 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 

参加者 約 150 名 
 ３ 講習会派遣 
  (1) 全国 9 人制講習会(新潟)                       2 名 
  (2) 全国 6 人制講習会(東京)                       2 名 
  (3) 四国ブロックＡ級審判員講習会(愛媛)                 16 名 
 (4)  A 級審判員資格取得講習会(大阪)                    2 名 

  (5) A 級審判員講習会(東京)                        3 名 
 ４ 資格認定 

(1)  A 級審判員資格取得講習会(大阪)へ、本県より松木穂高さん・石田曜子さんを派

遣し、A 級候補審判員に認定された。 
(2)  川井隆広さんが、2009/10 V リーグ公認 JVIS スーパーバイザーに認定された。 

５ 審判員派遣 
   第 63 回全日本高校女子選手権大会(奈良)をはじめ、各種全国大会へ、A 級審判員を

中心に派遣した。 
 



【競技委員会報告】 
 
平成 21 年度 事業報告 
 
１ 競技会 

（１） 平成 21 年度 各種大会結果一覧表 
（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 

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

  
 
２ 会議・研修会 
  競技委員会会議・・・平成２1 年度 県内競技委員研修会 
            2009/10 Ⅴプレミアリーグ女子大会競技委員研修会 
 
  平成２１年度 全国競技委員長研修会   平成 22 年 3 月 6 日～7 日 



平成21年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会結果一覧表
No1

平成21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

4月～11月 女子

平成21年度
愛媛県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ選手権大会

2009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５日(日)

伊予市
五色姫

海浜公園

マドンナカップ2009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５日(日)

男子
柚山・日浅
(今治北)

日野・塩崎
(東温)

伊予市
五色姫

海浜公園
女子

6月28日(日)
伊予市
五色姫

海浜公園

男子

女子

宇和中川

ハッスルジェット 西条レスト

濱口康司・里中清 尾崎徳継・新田将信

トリム220

レディースフリー

レディース

波方

ギャルソン

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

〃

未定 未定

プライド 桑原坊ちゃん

愛媛スポレク祭'2009 11月８日(日) 松前町体育館 下記詳細

波方ＹＭＣ宇和島市総合体育館 ＳＶＩ

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

5月24日(日） 松前町体育館 桑原坊ちゃん

第22回全国スポレク祭
ソフトバレーボール愛媛県予選

6月14日(日)

波方Ｂ 余土のぎくＢ

味生ミラクルキッズA

波方でこぽん 波方

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

6月７日(日) 菊間町体育館

第22回ねんりんぴっく
ソフトバレー愛媛県予選

5月10日(日)
松山市総合

コミュニティーセンター
体育館

ミラクルキッズ
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)
松山市総合

コミュニティーセンター
体育館

〃

東温高等学校

女子 聖カタリナ女子高等学校 18年連続36回目 松山南高等学校

松山工業高等学校 6年連続22回目

女子 聖カタリナ女子高等学校

第41回全国高等学校バレーボール
選抜優勝大会愛媛県大会

H22年2月6日(土)
～7日(日)

愛媛県総合
運動公園体育館

男子

東温高等学校

7年連続29回目 済美高等学校

平成21年度　愛媛県高等学校
バレーボール新人大会

11月7日(土)
～８日(日)

男　吉田町ふれあい
　　　運動公園体育館
女　鬼北総合体育館

男子 松山工業高等学校 7年連続18回目

東温高等学校

女子 聖カタリナ女子高等学校 ７年連続33回目 松山南高等学校

松山工業高等学校 6年連続20回目

女子 松山市立城西中学校

第63回　愛媛県高等学校
バレーボール総合体育大会

6月6日(土)
～6月8日(月)

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)

男子

治市立菊間・大西・北郷中学

3年ぶり2回目 今治市立菊間中学校

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)

大洲市総合体育館
内子町五十崎体育館

男子 松山市立雄新中学校 4年ぶり6回目

西条市立丹原東中学校 初 松山市立余土中学校

女子 松山市立雄新中学校 14年ぶり11回目 松山市立拓南中学校

第61回　愛媛県中学校
バレーボール総合体育大会

7月21日(火)
～23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2１年度　愛媛県中学生
バレーボール選手権大会

5月16日(土)
～17日(日)

西条市
総合運動公園

体育館

男子 西条市立丹原東中学校

女子 松山市立小野中学校 5年ぶり2回目 松山市立津田中学校

松山市立余土中学校 3年ぶり7回目

女子 小野スポーツ少年団 石井北女子

１１月１日、８日 大洲市体育館他

双葉小クラブ男子

女子 椿ＪＶＣ

潮見スポーツ少年団

西条ひまわり

男子 余土男子 丹原ＪＶＣ

男子 丹原ＪＶＣ 余土男子

女子 椿ＪＶＣ 味生女子

福音ＪＶＣ

優勝チーム(回数等) 準優勝チーム

ウエスタンＪＶＣ男子 丹原ＪＶＣ

女子 味生女子

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

4月26日 砥部町総合公園　　　　体
育館他

大会名 実施日 会場

4月29日

第29回全日本
バレーボール小学生大会

愛媛県大会

６月１４日、２１日、２８日
松山市総合コミュニティー

センター体育館他

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 西条市東予体育館他

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

プライド

高畑心・赤瀬真実

越智・清水
(今治北)

川井・森貞
(松山商)

愛媛大学

一色典子・奥村静

松山大学

愛媛女子短期大学 松山大学



平成21年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会結果一覧表
No2

ゴールド

１１月１日、８日
丹原ＪＶＣ

小学　女子 椿ＪＶＣ 西条ひまわり

小学　男子 余土男子

すずらん

ことぶき

カトレア

レディースフリー

第38回家庭婦人バレーボール
総合親善大会

１１月２３日（祝）
愛媛県総合運動

公園体育館
伊予市しおさい体育館他

優勝のみ　　清水・伯方・城川・桃山

粟井

マーガレット、レインボー

ハッスルジェット 西条レスト

レディース ギャルソン プライド

鬼瓦 ギャルソン

シルバー 波方黄桜 波方オリオン

ブロンズ

波方 余土のぎく

愛
媛
ス
ポ
レ
ク
祭
'
2
0
0
9

ソフトバレー 11月８日(日)

小学生 １１月１日、８日

家庭婦人 １０月４日（日）

東レ愛媛 3年連続6回目 松山クラブ

女子 新居浜紫ＳＨＩＫＩＢＵ 3年連続3回目 松山Vクラブ

愛媛県９人制総合
男女選手権大会

H22年
1月24日(日)

愛媛県
運動公園体育館

メイン・サブ

男子

愛媛県６人制総合
男女選手権大会

12月19日(土)
伊予市しおさい

体育館

男子 Ｂ-ＬＩＮＫＳ

女子 愛媛女子短期大学 2年ぶり5回目 愛媛大学

愛媛大学 4年ぶり8回目

東レ愛媛 2年連続9回目 松山クラブ

女子 参加チーム無し

第９回マスターズ大会
愛媛県予選

7月 ５日(日)
愛媛県

運動公園体育館
サブ

男子

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
9月 20日(日)

愛媛県
運動公園体育館

メイン・サブ

男子

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
6月7日(日) 東レ体育館

男子 帝人松山

女子 参加チーム無し

東レ愛媛 3年連続15回目

男子 松山クラブ 2年ぶり6回目 今治くすのきクラブ

女子 松山青雲ジュピター 5年連続14回目 今治愛球会

男子 愛媛教員クラブ 5年連続10回目 天神クラブ

女子 CLUBE EHIME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

5月31日(日)

松山市総合
コミュニティー

センター体育館
下灘体育館

６
人
制

９
人
制

第5回ローソンカップ愛媛県大会 １１月３日（祝）
愛媛県

総合運動
公園体育館

杉の子

大町

愛媛県
総合運動

公園体育館

高津リベロ
全国大会出場

準優勝チーム

２部 杉の子

１部優勝松山南・余土バレー・生石・久枝フラワーズ
２部優勝神郷・国安桑原・ＡＱＵＡ・味酒・荏原

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

５月１０日（日）
愛媛県

総合運動
公園体育館

三島婦人

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

６月７日（日）

第33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）

松山南クラブ1部

大会名 実施日 会場

第23回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会

４月５日（日） 愛媛県武道館

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

今治清水
全国大会出場

アリーナ土居

玉津クラブ

玉津

今治くすのき 初優勝 新居浜クラブ

女子 参加チーム無し

天皇杯・皇后杯愛媛県予選 7月11日（土） 愛媛県武道館
男子

第８回全国社会人西ブロック
男女優勝大会県予選

8月 16日(日)
愛媛県

運動公園体育館
メイン・サブ

男子

愛媛クラブ

女子 済美高等学校 2年連続2回目 天神クラブ

松山大学 3年連続3回目

2年連続3回目 帝人松山

女子 今治愛球会 7年ぶり2回目 松山青雲クラブ

周桑クラブ

優勝チーム(回数等)

重信



　　平成21年度　　収　　支　　決　　算　　書

＜ 収 入 の 部 ＞

　 　科　　  目 予 算 額 決 算 額 増 減 摘　　　　　要

　１　登　録　料 3,033,800 3,038,400 4,600 実2,高専4,ク31,大9,高86,中163

　２　還　元　金 1,019,711 1,231,661 211,950 県体協，日本協会

　３　雑　収　入 1,000 368 △ 632 預金利子

　４　繰　越　金 892,510 892,510 0

　５　繰　入　金 0 0 0

　６　借　入　金 0 0 0

　　合　　　計 4,947,021 5,162,939 215,918

＜  支 出 の 部 ＞

　 　科　　  目 予 算 額 決 算 額 増 減 摘　　　　　要

　１　事　業　費 2,150,000 2,101,308 △ 48,692 各委員会

　２　補　助　費 748,000 782,000 34,000 各加盟団体，東中南予支部費

　３　派　遣　費 411,000 369,000 △ 42,000 役員・審判派遣費

　４　納　入　金 760,800 820,800 60,000 県体協，日本協会，四国連盟

　５　褒　償　費 150,000 160,350 10,350 賞状，メダル

　６　慶　弔　費 20,000 28,000 8,000

　７　積　立　金 0 0 0

　８　予　備　費 707,221 0 △ 707,221

　　合　　　計 4,947,021 4,261,458 △ 685,563

（収入合計） 5,162,939

―（支出合計） 4,261,458

901,481

収入合計から支出合計を引いた 901,481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２２年３月２６日　　代表監事　　足立　一志　  　秋川　哲一



平成２２年度愛媛県バレーボール協会運営基本方針 
 
１． 委員会の組織運営も軌道に乗ってきたので、今年度は各委員会での事業の活性化を

図ると同時に、委員長会を開催し各委員会相互の理解と連携を密にして関係強化を図

る。 
 
２． 平成２９年度に開催予定の「愛媛国体」強化に向けて「Ｈ２９：特別強化委員会」

の組織充実と実践の強化を図る。また、県下のトップチームや指導者育成の拠点とな

る「愛媛バレーボールクラブ」の活動を更に充実させて競技力向上を図る。その為に

は愛媛県教育委員会、(財)愛媛県体育協会との連携は不可欠であり日常から関係を強め

ていく。 
 
３． 「愛媛国体」の成功にはバレーボール競技開催予定地（伊予市、八幡浜市、伊方町、

鬼北町）との協力体制を強める事が重要である。適宜連絡会を開催し開催予定地域の

盛上げの為に連携を密にしていく。 
 
４． 「東レアローズ女子」のホームゲームを引き続き開催し、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、バレーボールの面白さ、素晴らしさを県民の多くの

方に知って頂き底辺の拡大、ファンの獲得を目指す。また、この大会を積極的に盛上

げる事により出来るだけ多くの収益を得て県協会の運営財源とする。 
 
５． ジュニアの育成、強化で重要である小・中学生の指導者を対象とした県協会主催の

指導者講習会を適宜開催し、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級、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、

出来るだけ多くの審判員を養成する。 
 
７． 「Ｖ・プレミアリーグ女子愛媛大会」、「Ｈ２２年度全国ソフトバレー・レディース

＆メンズ交流大会」の全国大会や、各種別の四国大会が予定されているので、参加選

手や大会関係者に喜んでもらえる大会運営をしていく。 
 
                          



　　「Ｈ２９：特別強化委員会」活動計画

　昨年度に設置した「Ｈ２９：特別強化委員会」が２年目に入るが平成２９年開催予定の「愛媛国体」で
天皇杯獲得という大目標に貢献するため、それぞれの問題点　、課題を克服しながら愛媛県バレーボール
協会の最終目標である「愛媛国体：各種目３位以内を達成」を目標にして全員の力を結集して取組んでいく。

　今年度の実施計画は下記の通りである。

　１．実施活動
　　　（１）小学生単独の強化練習会
　　　（２）中学生単独の強化練習会
　　　（３）高校生単独の強化練習会
　　　（４）小・中学生の合同強化練習会
　　　（５）中・高校生の合同強化練習会
　　　（６）「愛媛バレーボールクラブ」との連携による強化練習会
　　　（７）成年男子チーム、成年女子チームの連携と支援
　　なお、実施内容の詳細については、その都度関係者で話し合って進める。

　２．今年度の担当メンバー
　　　（１）委員長　　　　　　中村会長
　　　（２）副委員長　　　　 堀内副会長、石丸理事長
　　　（３）事務局長　　　　　門田強化委員長
　　　（４）種目別担当者

　　少年男子 　少年女子 　成年男子 　　成年女子
リーダー 門田典久（高校・協会） 武市健太郎（高校） 神野和幸（高校・協会） 岡本康宏（大学）

サブリーダー 福田克典（高校） 神野智臣（高校） 福田　 隆（大学） 矢野美紀（クラブ）

　　　〃 一色幸寛（中学） 浅岡龍一（中学）

スタッフ 石川裕司（高校・東予） 瀧山賢治（高校・東予）

　　　〃 吉田英弘（高校・中予） 石田曜子（高校・中予）

　　　〃 宇都宮武文（高校・南予田中義則（高校・南予）

　　　〃 白石建彦（中学） 谷岡　淳（中学）

　　　〃 加治勇人（中学）

オブザーバー 辻岡英幸（愛媛県教育委員会）



【強化委員会計画】 
平成２２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、昨年

度新設した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。  
『愛媛バレーボールクラブ』の活動中に小・中・高・成年などの年齢の枠を超え

た交流を充実させ、指導者の指導力、選手の技術力の向上にも努め、一貫指導体制の

構築を図り、７年後開催とせまった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

の千葉国体の出場権の獲得、８位以内の入賞、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・・・平  精一 (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   ・・・神野 智臣 (松山南高校) 
  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２２年６月１３日(日) 松山大学御幸キャンパス 
  少年女子選考会兼第１回練習会  平成２２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２２年８月１４日(土) 伊予市民体育館 
  国民体育大会第３１回四国ブロック大会 平成２２年８月２１日(土)２２日(土)  

※ 春野総合運動公園体育館・・・６人制全種別 
※ 土佐市民体育館・・・９人制全種別 
国民体育大会 平成２２年１０月１日～４日（６人制・９人制・少年男子・少年女子） 
※ 茂原市・・・９人制成年男子、６人制成年女子 
※ 東金市・・・９人制成年女子、６人制成年男子、少年男子 
※ 大網白里町・・・少年女子 
少年男子第２回練習会（兼中学・高校・成年連携） 平成２２年１２月１２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２３年２月２０日（日） 
                     松山大学御幸キャンパス（予定） 
少年男子第４回練習会(兼１・２年生チーム県外遠征) 平成２３年３月中旬予定 
少年女子第２回・第３回練習会 (未定) 



 
指導普及委員会 平成２２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。５年目となる本年度は、予算を県協
会に設置計画されている「Ｈ２９：特別強化委員会」の事業として、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」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。 
 平成２２年度都道府県別バレーボール指導者研修会を実施し、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。 
 
 
指導普及委員会 平成２２年度 事業計画 
 
１ 第１７回バレーボール交流大会 １０月３日(日) 愛媛県身体障害者福祉センター 
 
２  平成２２年度都道府県別バレーボール指導者研修会  期日未定  実施予定 
 
３ 平成２２年度優秀選手表彰式 高校 期日未定  実施予定 
 
４ 平成２２年度優秀選手表彰式 小学校・中学校 Ｖプレミアリーグ開催時  
                           平成２３年３月６日(日)  愛媛県武道館  
 
５  平成２２年度全国指導普及委員長会議・研修会 平成２３年３月５日(土)・６日(日)  東京 
 
６ 愛媛県体育協会指導者資質向上連絡会議  随時参加 
 
７  愛媛県体育協会指導者連絡会議  随時参加 
 
８ 総合型バレーボールクラブ育成(２０１７特別強化委員会主管予定)  
 
      第３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(火)・５日(水)  愛媛県武道館 
 
      第４回愛媛バレーボールクラブ少年男子教室 ７月４日(日)  新田高校体育館 
 
      第５回愛媛バレーボールクラブ教室  １１月１３日(土)  新田高校体育館 
 
      第５回愛媛バレーボールクラブ中・高男子交流練習会  １１月１４日(日) 松山工業高校体育館 
 
      第３回愛媛バレーボールクラブ小・中男子交流練習会   
                         平成２３年２月１１日(金) 余土中学校体育館 
 
      第５回愛媛バレーボールクラブフェスティバル 平成２３年３月１２日(土)  愛媛県武道館 
 
９ 全国小学生指導者研修会            １０月２日(土)・３日(日) 会場未定 
 
関連事業 
 
１  平成２２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２５日(土)・２６日(日)  
                       大阪府立門真スポーツセンター・大阪府立体育館 
 
 



指導普及委員会 平成２１年度 事業報告 
 
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で実施 
                                        １２０名参加 
 
２  平成２１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１４日(土)・１５日(日)・２１日(土)・２２日(日) 
  計３０時間  松山工業高校体育館・大会議室で実施  ２４名が合格 
 
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で実施  
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(土) 愛媛県武道館で実施  
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)   
   ホテル機山館(東京)にて実施 
 
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 (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 常任理事会時に随時実施 
 
   愛媛バレーボールクラブ運営推進委員会委員会  常任理事会時に随時実施 
 
      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３日(日)・４日(月)   
    愛媛県武道館にて実施 
 
      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)  新田高校にて実施 
 
      第４回愛媛バレーボールクラブ教室  １１月１４日(土)  新田高校にて実施 
 
      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) 松山工業高校にて実施 
 
      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)余土中学校にて実施 
 
      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)  愛媛県武道館にて実施 
 
    第３回愛媛バレーボールヤングクラブ強化練習会  実施せず 
 
関連事業 
 
１  平成２２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  参加せず 
 
 
 



【審判委員会計画】 

平成 22 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 22 年度愛媛県審判講習会 

(1) 6 人制審判講習会 4 月 11 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 11 日（日） 13:30～16:30 愛媛県立松山工業高等学校 

２ 平成 21 年度日本協会公認愛媛県 B・C 級審判資格取得講習会 
   4 月 11 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 人制講習会(千葉)                       1 名 
  (2) 全国 6 人制講習会(東京)                       1 名 
  (3) 四国ブロックＡ級審判員講習会(愛媛)                 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 級候補審判員講習会(大阪)                      2 名 
  (6) A 級審判員講習会（東京）                       １名 
  (7) B 級審判員講習会（大阪）                      2 名 
 ４ 全国大会審判員派遣 
 《6 人制》 

(1) 第 63 回全日本高校男子選手権大会(沖縄)  7/30(金)～8/3(火)    門田典久 
  《9 人制》 
  (1) 第 30 回全日本クラブカップ男子選手権大会(香川) 8/12(木)～15(日) 八木 毅 

志波大介 
  (2) 第 9 回全国社会人西ブロック男女優勝大会(鳥取) 10/8(金)～11(月)   志波大介 
  《ビーチ》 

(1)  第 21 回全日本ビーチバレー女子選手権大会(大阪) 8/19(木)～22(日) 松崎幸則 
 
 
 
 
 
 
 
 



【競技委員会計画】 
 
平成 22 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した、ＭＲＳでの大会申し込みとチェック体制の確立（ＭＲＳ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。 
2010/11 Ⅴプレミアリーグ女子松山大会（平成 23 年 3 月 5 日～3 月 6 日）の開催に尽力する。 
  
平成 22 年度 事業計画 
１ 競技会 

（１）各種県内大会 
平成 22 年度 各種大会日程一覧表参照（別紙） 

 
 
（２）Ⅴプレミアリーグ・Ⅴチャレンジリーグ 

2010/11 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 3 月 5 日～3 月 6 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 22 年度 全国競技委員長研修会 平成 23 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22年度国内競技会日程　一覧　（案）

競技会名 都道府県 開催地

1 第62回全日本実業団女子選手権大会 7/10 (土) ～ 7/12 (月) 新潟 佐渡市 7/10 (土) 6/7 (月) 6/13 (日)

2 第41回 全国ママさん大会 7/22 (木) ～ 7/25 (日) 群馬 前橋市 7/22 (木) 5/31 (月)

3 第63回全日本実業団男子選手権大会 7/23 (金) ～ 7/26 (月) 栃木 鹿沼市・宇都宮市 7/23 (金) 6/10 (木) 6/20 (日)

4 第30回全日本クラブカップ女子選手権大会 8/11 (水) ～ 8/14 (土) 大阪 大阪市 8/11 (水) 7/14 (水) 7/18 (日)

5 第30回全日本クラブカップ男子選手権大会 8/12 (木) ～ 8/15 (日) 香川 高松市 8/12 (木) 7/14 (水) 7/18 (日)

6 第10回　マスターズ大会 9/18 (土) ～ 9/21 (火) 三重
津市・四日市市
鈴鹿市・亀山市

9/17 (金) 7/16 (金) 8/8 (日)

7 第65回　国民体育大会 10/1 (金) ～ 10/4 (月) 千葉 茂原市・東金市 9/1 (水) 9/5 (日)

8 第9回全国社会人西ブロック　男女優勝大会 10/8 (金) ～ 10/11 (月) 鳥取 鳥取市 10/8 (金) 9/8 (水) 9/12 (日)

9 第9回全国社会人東ブロック　男女優勝大会 10/14 (木) ～ 10/17 (日) 宮城 仙台市・名取市・岩沼市 10/14 (木) 9/8 (水) 9/18 (土)

10 第79回全日本総合女子選手権大会 1/20 (木) ～ 1/23 (日) 京都 京都市 1/20 (木) 11/30 (火) 12/19 (日)

11 第80回全日本総合男子選手権大会 1/27 (木) ～ 1/30 (日) 大阪 大阪市 1/27 (木)

12 第6回 LAWSON　CUP 3/24 (木) ～ 3/27 (日) 広島 3/24 (木)

1 第59回黒鷲旗 全日本男女選抜優勝大会 4/30 (金) ～ 5/5 (水) 大阪 大阪市

2010 Vサマーリーグ　　1次リーグ　 　　東男 ～

東女 ～

西男 ～

西女 ～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　決勝リーグ ～

3 全国高校総体　男子 7/30 (金) ～ 8/3 (火) 沖縄 宮古島 7/30 (金)

4 全国高校総体　女子 8/5 (木) ～ 8/9 (月) 沖縄 那覇市 8/5 (木)

5 第30回全日本クラブカップ男子選手権大会 8/5 (木) ～ 8/8 (日) 熊本 山鹿市・菊池市 8/5 (木) 7/7 (水) 7/18 (日)

6 第30回全日本クラブカップ女子選手権大会 8/5 (木) ～ 8/8 (日) 福岡 北九州市 8/5 (木) 7/7 (水) 7/11 (日)

7 第37回 全国高等学校定時制･通信制大会 8/5 (木) ～ 8/8 (日) 神奈川 平塚市 8/5 (木)

8 第30回記念全日本小学生大会 8/11 (水) ～ 8/14 (土) 東京他 東京・所沢・浦安 8/11 (水)

9 2010東西インカレ男子王座決定戦 ～

10 第40回全日本中学校選手権大会 8/20 (金) ～ 8/23 (月) 岡山 岡山市 8/20 (金) 8/11 (水) 8/12 (木)

11 第45回 全国高等専門学校体育大会 8/20 (金) ～ 8/22 (日) 三重 伊勢市 8/20 (金) 7/30 (金)

12 第13回全国ヤングクラブ優勝大会 9/25 (土) ～ 9/26 (日) 大阪 門真市・大阪市 9/25 (土)

13 第65回　　国民体育大会 10/1 (金) ～ 10/4 (月) 千葉
茂原市・東金市
大網白里町 9/1 (水) 9/5 (日)

14 第63回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　男子大学選手権大会

第57回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　女子大学選手権大会
11/29 (月) ～ 12/5 (日) 東京他

15 第13回全日本男女学生選抜・東西対抗戦 ～

16 第24回全国都道府県対抗中学大会 12/25 (土) ～ 12/28 (火) 大阪 大阪市 12/25 (土)

17 2010/11　Ｖ・プレミアリーグ 11/27 (土) ～ 4/10 (日) 全国各地

18 2010/11　Ｖ・チャレンジリーグ 11/27 (土) ～ 3/20 (日) 全国各地

第1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

20 第63回　全日本高等学校選手権大会 1/5 (水) ～ 1/9 (日) 東京 東京 1/5 (水)

21 2010/11 Vチャレンジマッチ 4/2 (土) ～ 4/3 (日)

都道府県ラウンド 4月 ～ 7月 全国各地

ブロックラウンド 9月 ～ 10月 全国各地

ファイナルラウンド 12/16 (木) ～ 12/23 (木) 東京 東京

1 第21回全日本ビーチバレー女子選手権大会 8/19 (木) ～ 8/22 (日) 大阪 泉南郡淡輪 8/19 (木)

2 ビーチバレー・ジャパン・カレッジ2010
第22回　全日本ビーチバレー大学男女選手権大会 8/5 (木) ～ 8/8 (日) 神奈川 川崎市 8/5 (木)

3 第9回全日本ビーチバレーｼﾞｭﾆｱ男子選手権大会 8/5 (木) ～ 8/8 (日) 大阪 阪南市 8/5 (木)

4 ビーチバレージャパン女子ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 8/12 (木) ～ 8/15 (日) 愛媛 伊予市 8/12 (木)

5 第24回 ビーチバレージャパン 8/12 (木) ～ 8/15 (日) 神奈川 藤沢市 8/12 (木)

1 第21回 全国ソフトバレー･ファミリーフェスティバル 8/6 (金) ～ 8/8 (日) 鳥取 境港市 8/6 (金)

2 第23回 全国スポーツレクリエーション祭 10/16 (土) ～ 10/18 (月) 富山 射水市 10/16 (土)

3 第18回 全国ソフトバレーシルバーフェスティバル 10/22 (金) ～ 10/24 (日) 鹿児島 霧島市 10/22 (金)

その他 1 第1回 全国ヴィンテージ８’s交流大会 11/19 (金) ～ 11/21 (日) 沖縄県 浦添市 11/19 (金)

時点

ビ

|

チ

※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） 2010.03.08

ソ
フ
ト

開　催　期　間 開 会 式 締 切 日 抽 選 日

９

人

制

19

2

６

人

制

22
平成22年度
天皇杯・皇后杯
全日本選手権大会



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

木村　栄志 大早　　稔

木村　栄志 大早　　稔

木村　栄志 大早　　稔

木村　栄志 大早　　稔

木村　栄志 大早　　稔

木村　栄志 大早　　稔

木村　栄志 大早　　稔

7月22日
～7月25日

群馬県
前橋市

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

H23
3月24日（木）
～27日（日）

広島県
広島市

和田　善江 滝本マリ子

8/12～15
8/19～22

藤沢市
泉南郡岬町

渡部　一行 松崎　幸則

ー ー
8/5～8

8/12～15
阪南市
伊予市

渡部　一行 松崎　幸則

第10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12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

5月９日(日)

6月1３日(日)

第34回テレビ愛媛杯ママさん
バレーボール愛媛県大会

５月８日（日）

二宮誠司

相原竜也 二宮誠司

相原竜也12月23日

相原竜也

二宮誠司

二宮誠司

東京都・埼玉県・千葉県
７月２４日
～２５日

3月25日 相原竜也

8月16日

4月23日
徳島県
鳴門市

8月11日（水）
～8月14日

（土）

実施日

西条市東予体育館他

伊予市民体育館他

大洲市体育館他

4月25日

4月29日

６月６日、１３日、２６日

１１月７日、１４日

会場

第2５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３０回記念
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2010
小学生バレーボール大会

5月15日(土)
～16日(日)

愛媛県総合
運動公園体育館

宇和島市総合体育館

第19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１６日、２３日

平成22年度　愛媛県中学生
バレーボール選手権大会

第18回全国シルバーフェスティバル
愛媛県予選

第23回ねんりんぴっく
ソフトバレー愛媛県予選

第23回全国スポレク祭
ソフトバレーボール愛媛県予選

愛媛スポレク祭'2010

愛媛県総合運動
公園体育館

伊予市しおさい体育
館愛媛県武道館他

大　　会　　名

愛媛県総合
運動公園体育館

第２１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16日(日）

〃

5月９日(日)

西条市東予体育館他

6月6日（日）

１１月３日（祝）

松前町体育館

５月30日（日）

愛媛県総合
運動公園体育館10月31日(日)

第6回ローソンカップ愛媛県大会

１１月２３日（祝）

’１０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１７日(土)

愛媛県
総合運動

公園体育館

宇和島市総合体育館

愛媛県武道館

伊予市五色姫
海浜公園

愛媛県総合運動
公園体育館

窪田小学校体育館

平成22年度　　愛媛県バレーボール協会　各種大会日程　一覧表

6月27日(日)

９月２３日（祝）

愛媛県スポーツレクリェーション祭
2010家庭婦人バレーボール大会

第39回家庭婦人バレーボール
総合親善大会

平成22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

西条市
総合運動公園

体育館
5月10日（月）

樋野　慎平

樋野　慎平

Ｈ22
8月7日（土）～

8日（日）
愛媛県

第41回ママさんバレーボール
愛媛県大会　兼

第40回四国家庭婦人バレーボール
愛媛県大会

〃

愛媛県
総合運動

公園体育館

第41回全国家庭婦人バレーボール
いそじ大会愛媛大会　兼

第40回四国家庭婦人バレーボール
愛媛県大会

１０月３日（日）

第62回　愛媛県中学校
バレーボール総合体育大会

7月24日(土)
～26日(月)

新田高校中央体育館
砥部町公園体育館

愛媛県武道館

樋野　慎平

渡部　一行

谷岡　淳

8月20日（金）
～8月23日

（月）

岡山県
岡山市

谷岡　淳

平成22年度　愛媛県中学生
バレーボール新人大会

H23年1月29日(土)
～1月30日(日)

大洲市総合体育館
内子町五十崎体育館

Ｈ23
1月14日（金）

Ｈ23
3月20日（日）
～21日（月）

徳島県

渡部　一行

谷岡　淳

第64回　愛媛県高等学校
バレーボール総合体育大会

6月5日(土)
～6月7日(月)

男女　松前町体育館
          (6・7日)
男　新田・聖陵(5日)
女　松山東・東温(5日)

6月18日(金)
～20日(日)

香川県
高松市

男子 7月30日(金)
　～8月3日(火)

女子 8月5日(木)
　　　  ～9日(月)

沖縄県宮古島・那覇
市

池内　秀企

長井　成明

平成22年度　愛媛県高等学校
バレーボール新人大会

H22年2月12日(土)
～13日(日)

西条市総合体育館
小松体育館

H23年
3月19日(土)
～20日(日)

高知県
高知市

木村　栄志

長井　成明

全日本高校選手権大会愛媛県予選
11月20日(土)

～11月21日(月)
愛媛県総合

運動公園体育館

H23年
１月5日(水)
～9日(日)

東京都

和田　善江

長井　成明

ソフトバレーボールフェスタ2010 12月１５日(日)
愛媛県総合

運動公園体育館

滝本マリ子

大早　　稔

第24回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会 ４月４日（日） 愛媛県武道館



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

池内　秀企 長井　成明

三浦　累美 長井　成明

池内　秀企 長井　成明

志波　大介
7月17日（土）
　～18日（日）

高知県
八幡浜市
大洲市

６人制男子
8/5～8

６人制女子
8/5～8

９人制男子
8/ 12～ 15
９人制女子
8/11～8/14

６人制男子
山鹿市･菊池市（熊本

県）　　　　　　　　　６人
制女子　　　　　　　北

九州市（福岡県）
９人制男子

高松市（香川県)
９人制女子

大阪市(大阪府)

5月１６日(日)

全日本９人制実業団
男子(第63回)・女子(第62回)

選手権大会県予選

松山大学
愛媛大学
体育館

平成　22　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 会場

2010/11　Ⅴ・プレミアリーグ女子
愛媛県大会

Ｈ23　３月５日（土）
～３月６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

６月～１１月

愛媛県武道館

松山東雲短期大学・
女子大学体育館６月～１１月

実施日

第３０回全日本６・９人制クラブ
カップ男女選手権大会県予選

愛媛県
運動公園体育館

メイン・サブ

池内　秀企

男子
7/ 23～ 26

女子
7/10～12

男子
宇都宮市(栃木県)

女子
佐渡市(新潟県)

未定 未定

池内　秀企

第10回マスターズ大会
愛媛県予選

7月 ４日(日)
愛媛県

運動公園体育館
サブ

６月1６日(水)
9月18日（木）
～　9月21日

（火）
四日市市（三重県）

池内　秀企

長井　成明

天皇杯・皇后杯愛媛県予選
7月10日（土）
７月25日（日）

愛媛県武道館　愛
媛県運動公園体育

館
6月16日（水）

９月５日（日） 徳島県
徳島市

池内　秀企

長井　成明

第9回全国社会人西ブロック
男女優勝大会県予選

8月 22日(日)
愛媛県

運動公園体育館
メイン・サブ

7月27日(水)
10月8日（金）
～　10月11日

（月）
鳥取市（鳥取県）

池内　秀企

長井　成明

全日本９人制総合
男子(第80回)・女子(第79回)

選手権大会県予選
9月 26日(日)

愛媛県
運動公園体育館

メイン・サブ
8月25日(水)

男子
１/ 27～ 30

女子
1/20～23

男子
大阪市(大阪府)

女子
京都市(京都府)

池内　秀企

長井　成明

愛媛県６人制総合
男女選手権大会

12月19日(日)
伊予市しおさい

体育館
12月２日(水)

長井　成明

長井　成明

愛媛県９人制総合
男女選手権大会

H23年
1月１０日(祝)

松山市コミュニ
ティーセンター

体育館

H22年
12月　23日

(水)



　　平成22年度　　予　　　　算　　　　書　　

＜ 収 入 の 部 ＞

　 　科　　  目 21年度決算額 22年度予算額 増 減 摘　　　　　要

　１　登　録　料 3,038,400 3,038,400 0 実2,高専4,ク31,大9,高86,中163

　２　還　元　金 1,231,661 1,214,638 △ 17,023 県体協，日本協会個人登録料

　３　雑　収　入 368 1,000 632 預金利子

　４　繰　越　金 892,510 901,481 8,971

　５　繰　入　金 0 0 0

　６　借　入　金 0 0 0

　　合　　　計 5,162,939 5,155,519 △ 7,420

＜  支 出 の 部 ＞

　 　科　　  目 21年度決算額 22年度予算額 増 減 摘　　　　　要

　１　事　業　費 2,101,308 2,130,000 28,692 委員会

　２　補　助　費 782,000 773,000 △ 9,000 加盟団体、支部

　３　派　遣　費 369,000 703,000 334,000 役員・審判派遣費

　４　納　入　金 820,800 820,800 0 県体協，四国連盟

　５　褒　償　費 160,350 170,000 9,650 優秀選手賞状，メダル

　６　慶　弔　費 28,000 30,000 2,000

　７　予　備　費 0 528,719 528,719

　８　繰　越　金 901,481 0 △ 901,481

　　合　　　計 5,162,939 5,155,519 △ 7,420



内　　　訳

　　科　　　目 21年度決算額 22年度予算額 増 減 摘　　　要

　１　事　業　費 2,101,308 2,130,000 28,692

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 400,950 400,000 △ 950 ホームページ

総務委員会事務局費 120,358 150,000 29,642 評議員会資料，通信連絡費ほか

特別強化委員会 800,000 800,000 0

　２　補　助　費 782,000 773,000 △ 9,000

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 55,000 5,000 日本協会からの還付金

学　連 18,000 17,000 △ 1,000 日本協会からの還付金

高体連 100,000 94,000 △ 6,000 日本協会からの還付金

中学連 80,000 83,000 3,000 日本協会からの還付金

小学連 30,000 30,000 0 日本協会からの還付金

ビーチ連 20,000 20,000 0 日本協会からの還付金

ソフト連 24,000 14,000 △ 10,000 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 155,000 5,000*31
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 105,000

合　　計 155,000 155,000

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 223,600 2,600*86
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 101,600

合　　計 223,600 223,600

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
中学連登録料 489,000 3,000*163
JOC杯強化 400,000
中学連運営費 89,000

合　　計 489,000 489,000
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