
期　日 平成２７年４月５日 (日)

平成２７年度

愛媛県バレーボール協会

評議員会資料

　　　１階　会議室
会　場

松山市総合コミュニティセンター体育館　



平成２７年度 評議員会 議題 

 

日 時  平成２７年４月５日（日）１６：００～ 

場 所  松山市総合コミュニティセンター体育館 １階 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２６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   池内 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   

            Ｈ．２９特別委員会  神野 理事長(事務局長) 

 ２ 平成２６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２７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   池内 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 規約に関する申し合わせ・規約に関する細則の改正について 

神野 理事長 

 ５ 平成２７年度予算案について 

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

 ６ 平成２７・２８年度愛媛県バレーボール協会役員改正について 

                      川井選考委員長 

 ７  その他 

 



平成２６年度 第１回常任理事会議事録  

 

日  時    平成２６年  ３月３０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  題  

 １ 審議事項  

(1) 登録料の改定について（資料１）           神野理事長  

神野理事長より、中学校・高等学校の登録料等の改訂について説明がな  

された。小学校について、来年度の改定に向けて小学連と話し合いを進め

ていくことで承認された。  

 

(2) 大会参加料の改定について（資料２）         神野理事長  

       日本バレーボール協会の補助対象となる下記の大会について、大会参加

料が従来の 20,000 円から 25,000 円に改訂されることが、国内競技委員会

委員長 山野上  聖一氏より連絡があったことが神野理事長より説明が

なされた。  

   ○全日本９人制実業団男女選手権大会  

   ○全日本６人制クラブカップ男女選手権大会  

    ○全日本９人制クラブカップ男女選手権大会  

   ○全国社会人大会（東西ブロック）  

 

(3) 平成 26 年度国体四国ブロック大会について（資料３）  神野理事長     

        上記の大会の日程等の説明が、神野理事長よりなされた。  

 

２ 報告事項  

(1)  四国理事長会報告（資料４）             神野理事長  

 

  (2)   全国指導普及委員長会議・全国競技委員長会議等報告  



平成２６年度 第２回常任理事会議事録 
 

日  時    平成２６年  ５月２５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  題 

 １ 審議事項 

(1) 常任理事会構成員について（資料１）                   神野理事長 

神野理事長より、神野智臣さんが高体連専門委員長に任命されたことにより、競技・指導普 

及副委員長の任から離れることの説明があり、承認された。  

 

(2) H29 特別委員会の推進体制について（資料２）                 神野理事長 

     上記の推進体制について、神野理事長より、成年男子のサブリーダーに、山根健佑さん、成

年女子のサブリーダーに楠原千秋さん、少年男女のリーダーに神野智臣さん、サブリーダーに

吉田英弘さん、武市健太郎さん、ターゲットエイジはスタッフに高橋幸造さんにお願いするこ

とになったとの説明がなされ、承認された。  

(3)  第 67 回全日本９人制バレーボール実業団男子選手権大会について（資料３）神野理事長 

   神野理事長より、今回を上記の大会の第１回実行委員会とすることの説明があり、資料

の役員構成表を参考に各部で役員を決定し、６／１４までに理事長に連絡するように要請

があった。また、広告協賛を集めてほしいとの要望がなされた。  

 

(4)  全日本選手権（春高バレー）の日程について（資料４）    神野高体連専門委員長 

神野高体連専門委員長より、現在の課題と現状が説明され、大会の開催時期につい

て、決勝戦を 11 月の勤労感謝の日に合わせ、チーム数も 20 チームにして、予選を南

予で 2 日間で行い、中予地区で決勝戦を行う。新人大会は東予で開催する。この体制

を 27 年度から実施し、えひめ国体までこの方法で行うことが説明され、承認された。 

 

(5)  愛媛県バレーボール協会優秀選手について（資料５）      神野高体連専門委員長 

昨年の優秀選手の選考に関して、基準を明確にすべきだとの意見が出された。そこ 

で、今年度は、資料５のような基準を示して選考を行うようにした。この選考に関し

ては、協会は高体連に一任することとなった。 

 

(6)   国体のスタッフ並びに選手の優秀選手について（資料６）  神野高体連専門委員長 

国体少年選抜選手選考基準が資料６で示され、承認された。  

 

(7)  競技副委員長の人事について （資料７）           長井競技委員長 

     神野副委員長が高体連専門委員長に任命されたことにより、新任の副委員長に 井

門盛由さんになっていただくことになったことの説明が長井競技委員長よりなされ、

承認された。 

２ 報告事項 

(1)  2014 ビーチバレーボールオープン愛媛シリーズについて 川井ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ                

連理事長 

    川井ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連理事長より、上記の大会を愛媛開催で行う。その際、県協会が

共催となることの説明がなされた。事後承諾ではあるが、大会はすでに開催されてい

ることの報告がなされた。 



平成２６年度 第３回常任理事会議事録  

 

日  時    平成２６年  ７月２１日（月） 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・プレミアリーグ会計報告（資料１）      夏井総務副委員長  

夏井総務副委員長より、2013/14V プレミアリーグ女子愛媛大会の収支  

算報告がなされた。今回の V プレミアリーグは、211,516 円の赤字決算と 

なったとの報告があった。また、監査委員の岡本氏より、「通帳、諸帳簿が

適切に処理されていた。」との監査報告がなされた。  

 

(2) 国体四国ブロック大会候補選手について（資料２／３）          

福田強化委員長   

    福田強化委員長より、今年度の国体四国ブロック大会の候補選手および、 

   スタッフについての説明があり、承認された。  

 

(3)  目指せ！未来の全日本選手！丸大バレーボール教室（資料４）                     

神野理事長                                  

    神野理事長より、上記のバレーボール教室開催についての説明がなさ

れた。愛媛県バレーボール協会の主催で行うことが承認された、．  

 

２ 報告事項  

(1)  V・プレミアリーグチケット販売累計        神野理事長  

  

(2)  JOC 最終選考会について（資料５）  

 

(3)  全国指導者講習会の開催について（資料６）  

 

(4)  天皇杯・皇后杯愛媛県大会について（資料７）  



平成２６年度 第４回常任理事会議事録  
 

日  時    平成２６年  ９月２８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  題  

 １ 審議事項  

(1)  男子ジュニアクラブ普及について（資料１）   池内指導普及委員長  

現在、井門先生（松山北高校教諭）が浮穴小で「男子ジュニアバレーボ  

ールクラブ」という名称で活動を行っている。この活動に県協会として支

援はできないだろうかという提案がなされた。ただし、他の小学生チーム

に迷惑のかからないよう大会等に出場するためではないので、チームを作

るためのものではなく、バレーボール人口を増やしていくためのクラブで

あり、バレーボール教室的なクラブである。このことについて、「クラブ」

という名前がつくとチームのような印象を受け、それを県協会が支援する

というのは他のチームから誤解を招くことが考えられる。」「バレーボール

教室にしてはどうか。」などの意見が出され、小学連との関わりもあるの

で今後、検討することになった。  

(2)  2014/15V・プレミアリーグ女子愛媛大会について（資料２）神野理事長  

神野理事長より、2014/15V・プレミアリーグ愛媛大会について、今後の  

実行委員会等についての説明がなされた。また、今回のチケットの販売の

方法と１F の自由席をなくし、A・B・C の指定席に変更する案が出された。  

(3)  丸大食品バレーボール教室について（資料３）      神野理事長  

神野理事長より、ゲストが先の開催要項の時より増えたので、新しい

開催要項を作成したことの説明がなされた。  

(4)   JOC ジュニアオリンピックカップについて（資料４）                

樋野中体連専門部長  

     樋野中体連専門部長より、JOC ジュニアオリンピックカップ

のスタッフ、選手についての説明があり、承認された。  

(5)   高校生優秀選手について（資料５）  池内指導普及委員長  

  池内指導普及委員長より、高校生優秀選手の説明があり、承

認された。  

 ２ 報告事項  



平成２６年度 第５回常任理事会議事録  

 

日  時    平成２６年  １１月２４日（月） 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  題  

 １ 審議事項  

(1) 中学校優秀選手について（資料１）       樋野中体連専門部長  

樋野中体連専門部長より、今年度の中学校優秀選手の説明がなされた。  

   男女各１３名の説明があり、承認された。  

 

(2)  小学校優秀選手について            池内指導普及委員長  

昨年１２月１３日（土）の 2014/15V・プレミアリーグ愛媛大会第２回  

実行委員会の時に、池内指導普及委員長より、小学校優秀選手について説

明があったが、常任理事会を開く定足数に達していなかったので、後日、

メールにて理事に資料を送信し、事後承認をすることになり、今月はじめ

資料が送信され、各理事によって承認されている。  

 

２ 報告事項  

(1)  JOC 関係についての報告            樋野中体連専門部長  

 

(2)  審判員講習会について（資料２）          志波審判委員長  

    志波審判委員長より、審判講習会についての報告がなされた。  

  



平成２６年度 第６回常任理事会議事録  

 

日  時    平成２７年  １月２５日（日） 18:00～20:00 

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  

 

 ２ 報告事項  

(1)  ジュニアバレーボール教室について（資料１・２）池内指導普及委員長  

 

(2)  全国加盟団体総会について（資料３）          神野理事長  

 

(3)  えひめ国体準備について（資料４）           神野理事長  

 

 上記の各報告がありました。その後、2014/15V・プレミアリーグ愛媛大会実行

委員会を行いました。  



平成２６年度 第７回常任理事会議事録  
 

日  時    平成２７年  ３月２２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  題  

 １ 審議事項  

 

(1)  委員会会計報告（資料１～５）             各委員会長  

 監査委員の小野氏から「通常、予算と決算が同額になるということは起

こりえないので、来年度からはもっと明確な収支を出した方がよいのでは

ないか。」との指摘があり、委員会ごとに副委員長が監査をし、余った予

算については協会へ返却するか、あるいは、繰越金に計上することとした。 

 

(2)  四国連盟理事長会からの提案（資料６）         神野理事長  

神野理事長より、３月１４日に開催された四国バレーボール連盟理事長  

会での議事の報告がなされた。  

 

(3)  規約に関する申し合わせ改定（案）について（資料７）  神野理事長  

神野理事長より、「愛媛県バレーボール協会規約に関する申し合わせ」  

   の１．第７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及び地域加盟団体は、加盟金を納入する。の項の及び

地域加盟団体を削除すること、また、小学生連盟の希求チームの県協会登

録料を 1,000 円にすることの２点の改定案が出され、常任理事会として承

認され、評議員会で審議することになった。  

 

(4)  規約に関する細則改訂（案）について（資料８）     神野理事長  

神野理事長より、小学生連盟が登録料を納入することになったので、県  

協会への役員選出について、理事を３名、評議員を８名に変更することに

ついて提案がなされた。常任理事会としては承認するが、小学生連盟の総

会での審議を受けて正式に変更することを確認した。  

 

(5)  愛媛県バレーボール協会慶弔規定について（資料９）   神野理事長  

 上記の規定改正について、神野理事長より説明がなされ、承認された。 

  

 ２ 報告事項  

(1)  第６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

平成 28 年２月２７日（土）～２８日（日）が愛媛県で開催されることに

なった。  



【強化委員会】 

 
平成２６年度事業報告 

 
１ 会議・協議・視察 

平成２６年 ５月 ８日 愛媛大学教育学部 （Ｈ．２９特別委員会強化部会） 

平成２６年 ５月 ９日 県体育協会    （国体成年男女監督会議） 

平成２６年 ６月 ３日 松山南高    （国体少年男女選考 高体連専門部会） 

平成２６年 ６月 ８日 松山東雲高    （国体少年女子協議） 

平成２６年 ６月２０日 墨田区体育館   （国体成年男子 東日本インカレ視察） 

平成２６年 ６月２４日 にぎたつ会館   （えひめ国体強化スタッフ会議） 

平成２６年 ６月２８日 広島県立総合体育館（国体成年男子 西日本インカレ視察） 

平成２６年 ７月１３日 伊予三島市立体育館（国体成年男女 四国クラブカップ視察） 

平成２６年 ７月１９日 松前町体育館   （国体成年少年 天皇杯県予選視察） 

平成２６年 ８月 ２日 墨田区体育館   （国体少年男子 インターハイ視察） 

平成２６年 ８月１４日 松山工高     （国体少年男子練習視察） 

平成２６年 ８月１５日 松山東雲高・新田高（国体成年男女少年女子練習視察） 

平成２６年 ８月２１日 県庁       （えひめ国体ヒヤリング） 

平成２６年 ８月２２日 南国市スポセン  （ターゲット 全国中学生大会視察） 

平成２６年 ８月３０日 徳島県立体育館  （国体成年男女 天皇杯四国大会視察） 

平成２６年 ９月 ９日 県武道館     （ターゲット ＪＯＣ結団式） 

平成２６年 ９月１６日 新田高      （国体成年男子練習視察） 

平成２６年１０月１７日 長崎県      （長崎国体視察） 

平成２６年１１月２８日 県庁       （えひめ国体ヒヤリング） 

平成２６年１２月 ２日 大阪府立体育館  （国体成年男子 インカレ視察） 

平成２６年１２月２３日 松前町      （ターゲット ＪＯＣ壮行会） 

平成２６年１２月２６日 大阪       （ターゲット ＪＯＣカップ視察） 

平成２７年 １月 ５日 東京       （国体少年男女 春高バレー視察） 

平成２７年 ３月１４日 高知       （国体少年男女 四国高校新人大会視察） 

平成２７年 ３月２１日 小松島      （ターゲット 四国中学生選抜大会視察） 

 

２ 競技会・選考会・練習会 

 (１) 国体少年男女選考会 

    平成２６年 ６月 ７日 松山工高・松山南高 

(２)国体四国ブロック予選 

平成２６年 ８月１６日～１７日 高知県 

結果 成年男子・成年女子・少年男子・・・長崎国体 出場  

(３)ＪＯＣカップ中学生県選抜選手選考会 

   平成２６年 ８月 ８日 伊予市しおさい公園体育館 

(４)トップアスリート高校強化練習会 

   男子 平成２６年 ９月 ７日 松山工高 

   女子 平成２７年 ３月 ６～７日、２０～２２日 聖カタリナ高 他 

(５)ターゲットエイジ強化練習会 

   平成２６年 ９月２７日 聖カタリナ高 

(６)長崎国体 

   平成２６年１０月１８日 長崎県 

    結果 成年男子・成年女子・少年男子・・・１回戦敗退 

(７)ＪＯＣカップ 

   平成２６年１２月２６～２７日 大阪 

結果 男子・・・決勝トーナメント３回戦敗退（ベスト８） 

       女子・・・予選リーグ戦敗退 

(８)国体少年男子強化練習会 

   平成２７年 １月 ４日 県武道館・県総合運動公園 

＊ ＣＵＬＢ ＥＨＩＭＥ クラブカップ全国大会 準優勝  



【指導普及委員会】 

 

平成 26年度 事業報告 

 

１ 第 20回バレーボール交流大会 平成２７年３月２８日（土）愛媛県身体障害者福祉センター実施 

 

２ 平成 26年度都道府県別バレーボール指導者研修会  

                 平成 26年８月 30日（土）愛媛県総合運動公園補助体育館で実施 

  （※平成 26年度ゴールドプラン・全国中学生バレーボール指導者研修会を兼ねる） 

 

３ 平成 26年度優秀選手表彰式 高校 11月 23日(日)  愛媛県総合運動公園体育館で実施 

 

４ 平成 26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２７年２月１４日(土) 愛媛県武道館で実施 

 

５ 平成 26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 27年３月 東京で開催参加 

 

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・国体強化（H .29特別委員会・国体準備室主管） 

ターゲットエイジ強化練習会(講師：草野健次氏) 

                       平成 26年９月６日（土）７日（日） 

愛媛県バレーボールクラブ 6年生地区選抜交流大会 

平成２７年３月２８日(土) 愛媛県武道館で実施 

 

関連事業 

１ 平成 26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 第 17回全国ヤングクラブバレーボール男女優勝大会 平成 26年９月 20日（土）、21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 



【競技委員会】 

 

平成 26年度 事業報告 

 

１ 競技会 

（１） 平成 26年度 各種大会結果一覧表（別紙参照） 

（２） 2014/15 Ⅴ･プレミアリーグ女子松山大会 

（会場）愛媛県武道館   平成 27年 2月 14日(土)～15日(日) 

 

２ 会議・研修会 

（１）愛媛県競技委員会 数回 於松山南高等学校他 

  （２）平成 26年度 全国競技委員長研修会 平成 27年 3月 7日(土)～8日(日) 於東京都 



女子

伊予市
五色姫海浜公園

平成２６年度
愛媛県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ選手権大会

男子
’１４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

女子

平成２６年度　愛媛県高等学校
バレーボール新人大会

H２７年２月７日（土）
～８日（日）

男子　小松高校
女子　新居浜東高校

男子

男子　双葉小学校
女子　味生小学校・石井北小学校他

潮見スポーツ少年団
愛媛スポレク祭２０１４ １１月２日（日）

１１月３日（月）

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 女子

混合の部

男子

     ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｶｯﾌﾟ第３４回記念
     全日本バレーボール小学生大会
     愛媛県大会

８月２２日（日）      西条市総合体育館

第２３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１８日（日）
１月１８日（日）
１月２５日（日）

2年ぶり2回目 聖カタリナ女子高校

3年ぶり23回目

三島高校松山工業高校

双葉男子ＶＢＣ

女子 小野スポーツ少年団

男子

神郷JVC

双葉男子ＶＢＣ 立花ＪＶＣ

５月３１日（土）
～６月２日（月）

愛媛大学A

７月２０日(日)
伊予市
五色姫海浜公園

大会名 実施日 会場

第６６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）

愛媛県総合運動公園体育
館
新田高校
松前公園体育館

６月２２日(日)
    ２９日(日)

西条市総合体育館・西条西部体育

館
松山市コミュニティーセンター体育館

双葉男子VBC

潮見スポーツ少年団

第２９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　双葉小学校　他
女子　伊予市民体育館　他

男子４月２８日（日）
     ２９日（月）

優勝チーム(回数等) 準優勝チーム

味酒くすのきジュニア

女子 潮見スポーツ少年団

女子

男子

３年ぶり２回目 余土中学校

    城北エンジェルズ

味酒くすのきジュニア

椿JVC

ウエスタンJVC

ウエスタンＪＶＣ

双葉JVC

実施せず

女子

女子

味生小女子バレーボールクラブ

双葉男子ＶＢＣ

女子 松山東雲高校

3年ぶり23回目男女　松前町体育館(1・2日)

男子　新田・聖陵(31日)
女子　松山東・東温(31日)

男子
第６８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

男子

     '第５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

三島高校

小野　貴子
松本　結衣

松山東雲高校 聖カタリナ女子高校

聖カタリナ女子高校

白石 彩夏(松山商)
古岡 由衣(松山商)

男子 参加なし

愛媛大学B

久谷中C 久谷中A

7年連続13回目

女子

６月２９日(日)
伊予市
五色姫海浜公園

男子

井上　夏緒里
木下　彩

濱口　康司
副島　慶太

愛媛大学
平成２６年度愛媛県６人制
バレーボールリーグ

２月２２日（日）
３月８日（日） 男子

2年連続21回目

松山東雲高校

新田高校

2年連続2回目

3年ぶり31回目

第６７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

１１月２３日（日）
～２４日（月）

松山工業高校

松本 実咲(松山北)
松下 里穂(松山北)

山下 稔(東温)
井上 勝翔(東温)

渡部 晃多(今治北)
越智 康貴(今治北)

平成２６年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会結果一覧表 No.1

９年ぶり６回目 城西・北条北中学校

女子 東雲中学校
西条市総合体育館

男子 雄新中学校５月１７日（土）
～１８日（日）

６月８日(日)

女子

松山工業高校

平成２６年度　愛媛県中学生
バレーボール選手権大会

２年連続９回目 城西・北条北中学校

女子

第２７回　愛媛県中学校
バレーボール新人大会

１１月８日（土）
～１０日（月）

松前公園体育館
北条スポーツセンター

男子 雄新中学校

初優勝 東雲中学校

雄新中学校

女子 東雲中学校 ３年ぶり２回目 小野中学校

初優勝男子 城西・北条北中学校

平成２６年度　愛媛県中学生
バレーボール新人大会

H２６年１月２４日（土）
～２５日（日）

八幡浜スポーツセンター
伊方スポーツセンター

男子 雄新中学校

久谷中学校

５年ぶり７回目

女子 東雲中学校 ２年連続３回目 雄新中学校

菊間・大西中学校



ロゼオ ドンペリプラチナ

ＴＶＣ－Ｂ

竜神丸 ＬＩＢＲＥ

ＨＡＤＡ－Ｃ ＨＡＤＡ－Ｂ

レディースフリー 鬼瓦 えひめみかん

トリムゴールド 宇和中川 波方
レディース正式 PRIDE ビューティーズ

ＴＶＣ

トリムブロンズ

トリムスポレク

トリム180 西条クラブ

波方アレン

参加なし
波方

トリムフリー

ソフトバレーボール・フェスタ愛媛2014 １２月7日（日） さくら小学校　余土小学校

トリム250

トリム220

小学生

愛媛スポーツ・レクリェーション祭2014 １１月16日（日）
愛媛県総合運動公園体育
館

トリムブロンズ

竜神丸Ａ　　　　　　　　　　　　　　やまぼうし
参加なし

トリムフリー

波方雑技団

ＴＶＣ－Ａ

波方アトリエ

ＰCmos
ＴＥＡ

えひめみかん

波方

跳飛
第４回ソフトバレー・レディースオープン大会 ８月24日(日)

北条スポーツセンター体育
館

フリー 鬼瓦
180 えひめみかん

第７回MORIMO杯ソフトバレーボール ７月２7日(日)
北条スポーツセンター体育
館

トリムスポレク 波方ＴＭ
トリムフリー 竜神丸
レディースフリー

参加者なし

波方ＴＭ ＴＶＣ

宇和中川

レディース

レディースフリー 鬼瓦

レディース正式

トリムスポレク ＴＶＣ

PRIDE

鬼瓦 えひめみかん

波方アレン

参加なし

PRIDE 竜神丸

メンズ

ビューティーズ

余土のぎくＡ
Ｐcmaｃ

トリムゴールド 宇和中川
西条ＡＫＯ

平成26年度愛媛県ソフトバレーボール選手権大会
○第27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15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13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１８日(日）
砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

ねんりんピック 西条クラブ

ファミリー 俺家
トリムフリー

レディースフリー

トリムフリー

第１９回四国ソフトバレーボール
フェスティバル

１月１8日（日）
愛媛県総合運動公園体育
館

トリムフリー 竜神丸Ａ ＴＶＣ

平成26年度愛媛県ソフトバレーボールフェスティバル
○第22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23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16回愛媛県ソフトバレートリムフリー・オープン大会
○第3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17回愛媛県ソフトバレートリムフリー・オープン大会

５月４日(日）
６月８日(日）

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館
松山コミュ二ティセンター

シルバー 波方雑技団 余土のぎくＢ

スポレク

6年ぶり2回目

西条むつみ

松山東雲短期大学・女子大学

準優勝チーム

城北

オッズ

三崎

葵クラブ

新居浜紫SHIKIBU

桑原

とみす 金栄

T'sクラブ 4年ぶり2回目第１３回全国社会人西ブロック
男女優勝大会県予選

８月３日(日)
八幡浜市民
スポーツセンター

男子

女子

７月２０日（日）
～２１日（月）

松前公園体育館

松山Vクラブ

参加チーム無し

１１月２４日（月）

2年ぶり5回目

伊予市民体育館
伊予市立郡中小学校
砥部町総合運動公園体育館
ウエルピア伊予体育館

八幡浜市民
スポーツセンター

５月１８日(日)

松山大学

26年ぶり5回目

帝人松山

第２８回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会

３月３０日（日）

久枝フラワーズ

周桑クラブ

2年連続2回目

松山Ｊクラブ

初優勝

今治くすのきクラブ

聖カタリナ女子高校B

大会名 実施日 会場

　　愛媛県武道館
1部

三瓶

No.２

２部

優勝チーム(回数等)

第４回全国ママさんバレーボール
冬季大会愛媛県予選大会

宇和島市総合体育館
宇和島市立鶴島小学校

９月６日(土） 愛媛県武道館

第２６回全国家庭婦人バレーボール
いそじ大会愛媛大会　兼
第４４回四国ママさんバレーボール愛媛県大会

６月８日（日）

第４５回ママさんバレーボール愛媛県大会　兼
第４４回四国ママさんバレーボール愛媛県大会

４月２７日（日） 愛媛県武道館

９月２０日（土）
第３８回テレビ愛媛杯ママさん
バレーボール愛媛県大会

第４３回ママさんバレーボール
総合親善大会

第２９回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会

男子 菊間クラブ６
人
制

９
人
制 川之江バレーボール同好会

男子 新居浜クラブ(男子)

愛媛クラブ 初優勝

松山クラブ

男子

第１２回マスターズ大会
愛媛県予選

8年連続20回目全日本９人制実業団
男子(第６７回)・女子(第６６回)
選手権大会県予選

男子
全国大会が愛媛県開催のため、
合議により開催地代表順位決定

未開催 参加チーム無し女子

東レ愛媛

１１月３０日(日)
愛媛県総合運動
公園体育館

男子

７月６日(日)

女子
天皇杯・皇后杯愛媛県ラウンド

７月２１日（月） 松前公園体育館

女子
愛媛県総合運動
公園体育館

愛媛県６人制総合
男女選手権大会

１２月１４日(日) 松前公園体育館
男子

松山クラブ 13年ぶり4回目

女子 松山青雲ジュピター 2年連続8回目

全日本９人制総合
男子(第８４回)・女子(第８３回)
選手権大会県予選

愛媛県９人制総合
男女選手権大会

H２６年
２月２２日(日)

愛媛県総合運動
公園体育館

男子

愛媛大学 2年連続11回目

オッズ男子 初優勝
女子 CLUB　EHIME

女子 松山Vクラブ 4年ぶり2回目 オッズ女子

愛媛クラブ
5年連続5回目 松山東雲短期大学・女子大学

新居浜クラブ(男子)

男子

女子 松山青雲ジュピター 10年連続31回目

女子

新居浜クラブ男子

松山Vクラブ

インティ御荘

５月１１日（日）
　　　愛媛県総合運動
　　　公園体育館

平成２６年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会結果一覧表

第３４回全日本６・９人制クラブ
カップ男女選手権大会県予選

2部

余土バレー生石

1部　優勝のみ　小野　生石　LINK　久枝フラワーズ
　　　　　　　　　　　砥部
2部　優勝のみ　川内　松山南　荏原　今治おんまく
　　　　　　　　　　　保内すいせん　うしおに

1部Ｈ２７年
３月２９日(日）

愛媛県武道館

愛媛県武道館

久枝フラワーズ



【審判委員会】 

 

平成 26年度 事業報告 

 １ 平成 26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） 13:30～16:30 愛媛県立松山工業高等学校 

参加者 約 25名 

  (3)  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 

    1日目 12月 6日(土)9:30~16:30   

2日目      7日(日)9:30~16:00 

                               参加者 15名 

２ 平成 26年度日本協会公認愛媛県 B・C級審判員資格取得講習会 

   4月 13日（日） 9:00～17:00 愛媛県立松山工業高等学校 

参加者 約 100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) 四国ブロックＡ級審判員講習会(高知)                  16名 

 (4)  A級候補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)                         2名 

(6) 9人制Ａ級審判員研修会(大阪)                        1名 

(7) ビーチバレーボール特別Ａ級候補審判員講習会(大阪)                    1名 

 ４ 資格認定 

(1)  A級候補審判員講習会(大阪)へ、本県より片上豪太さんを派遣し、「A級審判員」

に認定された。 

(2)  ビーチバレーボール特別 A級候補審判員講習会(大阪)へ、本県より中矢雄二さん

を派遣し「A級審判員」に認定された。 

(3) 清水雅也さんを名誉審判員へ推薦し、日本協会より「名誉審判員」に認定されまし

た。 

 

５ 全国大会審判員派遣 

(1) 第 13回全国社会人西ブロック男女優勝大会(広島)11/14(金)~17(月)  志波 大介 



　「Ｈ２９：特別委員会」活動報告　（平成２６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」を設置し強化対策の取組みを開始、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
発展させ関係する事業についてこれまで積極的に進めてきた。
　その結果平成２６年度の強化事業においては長崎国体四国ブロック大会において成年男子（２年連続）、
成年女子（３年連続）、少年男子（３年振り）が代表権を獲得し本大会に臨んだものの惜しくも１回戦敗退
となった。なお、少年女子は四国ブロック大会で健闘したものの本大会への出場はならなかった。

　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重ねた結果、男子は
健闘よく３回戦まで進んだものの残念ながらベスト４入りの前に惜敗した。しかし、３年連続でのベスト８入りは
高く評価されるものであり大きな自信となった。女子については予選グループ戦で敗退したものの着実に
レベルアップしているので今後はもう一段上を目指しての奮起を期待したい。

　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予定地である４つの市、町（伊予市、八幡浜市、伊方町、鬼北町）と連携を
蜜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いる。

　また、長﨑国体に県協会役員（４名）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２６年度の活動結果については下記の通りである。

Ⅰ．平成２６年度の推進体制

（リーダー：石丸直司） （スタッフ　　　：クラブ連　　学連　　実連　）

（リーダー：矢野美紀）

　（責任者：福田　隆） (リーダー：神野智臣） （スタッフ　　　：吉田英弘、山口貴史、大西大輔　）

（リーダー：神野智臣） （スタッフ　　　：龍山賢治、渡邉　和、石田曜子　）

（リーダー：石丸　靖）

（リーダー：志波大介）

（委員長：中村会長） （責任者：長井成明） （リーダー：神野智臣）

（リーダー：川中慶明） （スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（リーダー：加州成人） （スタッフ　　　：

（サブリーダー：上場ゆり、平井壽道、安永まどか　）

（リーダー：網江　浩）

（リーダー：網江　浩） （スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（事務局員：楠原総務副委員長）

（サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

成年男子 （サブリーダー：高橋幸造　　　アドバイザー：岡山靖司　）

成年女子

少年男子

（サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（スタッフ　　　：水野志郎、　）

（サブリーダー：福田克典　）

（スタッフ　　　：

準備部会

施設・備品
（サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

少年女子 （サブリーダー：武市健太郎　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ターゲットエイジ （サブリーダー：一色幸寛　）

（スタッフ　　　：宮本大輔、大谷　隼、谷岡　淳、加地勇人　）

審判関係

準備関係

全国障害者ス
ポーツ大会

（サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

強化部会

育成・強化

開催地関係 （サブリーダー：田村芳貴　）

（スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

スタッフ養成 （サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

（スタッフ：聴覚（男・女）・みなら・宇和特支（男・女）精神（男・
女）

強化：辻岡係長（県教委）
準備：川田主幹（県国体準備課）

（責任者：矢野昭史）

（アドバイザー）

Ｈ２９：特別委員会

（副委員長：堀内副会長）

（副委員長：石丸副会長）

（事務局長：神野理事長）

（事務局員：網江総務副委員長）



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）　　長崎国体１回戦敗退（ベスト１６）
　　　　　　　 　・成年女子（６人制）　　長崎国体１回戦敗退（ベスト１６）
　　　　　　　 　・少年男子　　　　　　　 長崎国体１回戦敗退（ベスト２４）
　　　　　　　 　・少年女子　　　　　　 　四国ブロック大会敗退（３位）
  　　　　（２） ＪＯＣ中学都道府県対抗選抜大会の結果
　　　　　　　 　・中学男子　　　　　　　 決勝トーナメント３回戦敗退（ベスト８）
　　　　　　　 　・中学女子　　　　　　　 予選グループ戦敗退

　　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） 成年男子の県選抜チーム、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」の時に主力となる中学３年生、２年生を対象とした「ターゲットエイジ」事業の推進
　　　　なお、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２６年度は男女合わせて１８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の出席し、意見交換した。
　　２．長崎国体（５会場）の準備状況、運営状況の視察（中村会長、堀内副会長、神野理事長、福田強化委員長）。

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２６年度に行った事業
　　　　　　　　・大会名　　　　　平成２６年度　松山金亀ライオンズクラブ杯　第２０回バレーボール交流大会
　　　　　　　　・日時　　　　　　 平成２７年３月２８日（土）　９：３０～１６：３０
　　　　　　　　・会場　　　　　　愛媛県身体障害者福祉センター：体育館
　　　　　　　　・内容　　　　　　 ５チームによるソフトバレーボール大会（岡山県１チーム、山口県１チーム、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県３チーム参加）。

　　　　（以上）



平成26年度

部<収 人 の

科 目 予 算 額 決 算 額 増 減 摘 要

1 前年度繰越金 43.827 43,827 0

2登 録 料 3,077,000 3,036,000 ∠ゝ 41,000 実2,高専3,ク 21,大 7,高 80,中 156

3還 元 金 923,17C 923,176 0 日本協会

4雑 収 入 20.100 20.064 ∠X 36 HP仲用料 (ビ ーチ連・小連 )、 利子

5繰 入 金 0 150,000 150,000

6借 入 金 0 0 0

△
口 計 4,064,103 4,173,067 108,964

<支 出 の 部 >

科 目 予 算 額 決 算 額 増 減 摘 要

1事 業 費 2,060,000 2,072,346 12,346 各委員会

2補 助 費 737,000 7371000 0 各加盟団体,東中南聟

3派 遣 費 558,000 646,740 88,740 役員・審判派遣費

4 納 入 金 452,800 444,700 ∠ゝ 8,100 県体協, 日本協会,四哩

5褒 賞 費 160,000 120,900 ∠ゝ 39,100 メィグル

6慶 弔 費 30,000 90,740 60,740

7予 備 費 66,303 0 ∠ゝ 66,303

8 次年度繰越金 0 60,641 60,641

/_N
口 計 4,064,103 4,1731067 108,964

通帳、帳簿等、適正に処理されていたことを認めます。

平成27年 3月 22日   代表監事  岡本

 ゃ

小野 仁
冬:薔

:



       平成２７年度：愛媛県バレーボール協会運営基本方針 

 

１． 本年度改選される役員のもと、常任理事会をはじめとする各種会議をより活発化させるために

関係会議を適宜開催し、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。特に運営の基本であり意思疎通の基となる「報・連・相」を強く推進し、活

性化・効率化を図っていく。 

 

２． 平成２９年に開催予定の「えひめ国体」を成功させるために平成２３年度に「Ｈ２９：特別委

員会」を設置し、強化事業と準備事業の大きな２本柱を重点的に取り組んできた。２年後に本番

も迫って来たこともありこれまでの「Ｈ２９：特別委員会」を「えひめ国体実行委員会」と改め、

より一層充実させ、県の国体準備局（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、伊予市、八幡浜市）との連携

を強め、県協会としてやるべき事をきっちりと進め責任を果たしていく。 

 

３． 「東レアローズ女子」のホームゲームが２年に１度の開催となり、本年度は開催しないが、「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）や「国体四国ブ

ロック大会」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」の成功につなげていく。 

 

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２５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

対象とした日本協会や県協会主催の練習会・講習会を積極的に計画し、育成や資質向上に努める。 

 

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、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」への準備を図る。 

 

６． 「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、「国体四国ブロック大会」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す。 

 

７．  体罰・暴力による指導の撲滅を図る。暴力行為には体罰のような肉体的な暴力だけでなく、

暴言・脅迫・威圧・侮辱といった相手を精神的に傷つける行為も含まれることを指導者に理解さ

せようと対応しているが、現時点では完璧とは言えない。日本バレーボール協会指導普及委員会

が宣言している「体罰は技術も人も育てない」を基本として、青少年の健全な育成の方針のもと、

どのような理由があろうとも絶対に体罰・暴力を起こさないよう、より一層体罰・暴力の根絶を

進め、起こした場合は即刻除名などの強い姿勢で対策を推進していく。 



【強化委員会】 

 

平成２７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 )とも上位入賞を目標とし、平成２１

年度設置した『Ｈ２９：特別委員会』から本年度新名称となる『えひめ国体実行委

員会』と連携・協力し、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も努め、一貫指導体制の構築を図ると共に、２年後開催とせまっ

たえひめ国体に向けて監督、選手の育成を行う。 

少年男子・女子のターゲットエイジ(高校１年生・中学３年生、中学２年生)の強化・育成事業を

充実させ、競技力の向上を図る。 

今年度開催、和歌山国体４種別すべての出場権の獲得及び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・・・石丸 直司  (松山商業高校) 

  成年６人制女子担当・・・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 (聖カタリナ女子高校) 

  ビーチ担当    ・・・楠原 千秋  (伊予市教育委員会) 

  ターゲットエイジ・・・・石丸 靖   (余土中学校) 

   

 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２７年６月 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２７年６月 日(日) 松山大学御幸キャンパス 

  ＪＯＣ杯中学生県選抜選手選考会 平成２７年８月８日(土) 伊予市民体育館 

   全国大会・・・平成２７年１２月２５日(金)～２８日（月） 大阪 

  国民体育大会第３５回四国ブロック大会 平成２７年８月２２日(土)・２３日(日)  

愛媛県総合運動公園体育館・・少年男子・少年女子・成年男子（メイン）・成年女子（サブ） 

和歌山国民体育大会 平成２７年９月２７日(日)～９月３０日(水) 

成年男子女子・・・橋本市（和歌山県立橋本体育館） 

少年男子・・・・・橋本市（和歌山県立紀北工業高等学校体育館） 

少年女子・・・・・御坊市（御坊市立体育館） 

 



【指導普及委員会】 

平成 27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む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、松山金亀ライオンズクラブ杯交流大会等

を盛り上げて、選手の普及・強化に努めていく。 

 

指導普及委員会 平成 27年度 事業計画 

１ 松山金亀ライオンズクラブ杯第 21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 27年度優秀選手表彰式 高校 11月 22日(日) 愛媛県総合運動公園体育館で実施予定 

４ 平成 27年度優秀選手表彰式 小学校・中学校 期日未定 

５ 平成 27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 28年３月 東京で開催参加予定 

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・国体強化（えひめ国体実行委員会・国体準備室主管） 

ターゲットエイジ強化練習会(講師：草野健次氏) 未定 

愛媛県バレーボールクラブ 6年生地区選抜交流大会 

平成２８年３月２７日(土) 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 

10 男子ジュニアバレーボール教室  

 

関連事業 

１ 平成 27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 第 18回全国ヤングクラブバレーボール男女優勝大会 平成 27年９月 21日（月）、22日（火） 

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 



【競技委員会】 

 

平成 27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していく。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）、大会結果を電子デー

ター化し、協会ホームページへの速やかな結果掲載するなど、ＩＴ化をより推進する。 

本県開催の全国大会、四国ブロック大会について尽力する。 

 

平成 27年度 事業計画 
１ 競技会 

（１）各種県内大会 

平成 27年度 各種大会日程一覧表（別紙参照） 

 

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 27年度 全国競技委員長研修会 平成 28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。 

 





県 会場地

1 9 月 6 日（ 日 ） ～ 日（ ） 南国市

2 3 月 19 日（ 土 ） ～ 20 日（ 日 ） 高知・春野

3 1 月 17 日（ 日 ） ～ 日（ ） 高知・高知市

4 10 月 25 日（ 日 ） ～ 日（ ） 南国市

5 8 月 22 日（ 土 ） ～ 23 日（ 日 ） 愛媛・松山市

6 月 日（ ） ～ 日（ ） ※開催なし

7 3 月 12 日（ 土 ） ～ 13 日（ 日 ） 愛媛・松山市

8 8 月 24 日（ 月 ） ～ 25 日（ 火 ） 愛媛・松山市

9 7 月 4 日（ 土 ） ～ 5 日（ 日 ） 愛媛・松山市

10 5 月 8 日（ 金 ） ～ 10 日（ 日 ） 愛媛・松山市

11 5 月 10 日（ 日 ） ～ 日（ ） 愛媛・東温市

12 3 月 12 日（ 土 ） ～ 13 日（ 日 ） 愛媛・西条市

13 月 日（ ） ～ 日（ ） ※開催なし

14 7 月 25 日（ 土 ） ～ 26 日（ 日 ） 香川・観音寺市

15 8 月 1 日（ 土 ） ～ 2 日（ 日 ） 香川・丸亀市

16 7 月 26 日（ 日 ） ～ 日（ ） 香川・高松市

17 7 月 19 日（ 日 ） ～ 日（ ） 香川・丸亀市

18 7 月 10 日（ 金 ） ～ 12 日（ 日 ） 香川・善通寺市

19 4 月 19 日（ 日 ） ～ 日（ ） 未定

20 7 月 19 日（ 日 ） ～ 日（ ） 未定

21 10 月 24 日（ 土 ） ～ 25 日（ 日 ） 北島町・小松島市(予定)

22 9 月 13 日（ 日 ） ～ 日（ ） 徳島市

23 11 月 29 日（ 日 ） ～ 日（ ） 未定

24 6 月 19 日（ 金 ） ～ 21 日（ 日 ） 鳴門市

25 月 日（ ） ～ 日（ ） 未定

26 6 月 13 日（ 土 ） ～ 14 日（ 日 ） 徳島市

会場地

27 8 月 6 日（ 木 ） ～ 9 日（ 日 ） 愛媛・伊予市

28 8 月 7 日（ 金 ） ～ 10 日（ 月 ） 香川・高松市

29 月 日（ ） ～ 日（ ）

30 月 日（ ） ～ 日（ ）

会場地

男子 平成 年 月 日 ( ) ～ 月 日 ( )

女子 平成 27 年 11 月 21 日 ( 土 ) ～ 11 月 22 日 ( 日 ) 香川・高松市

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 ( )

女子 平成 年 月 日 ( ) ～ 月 日 ( )

会場地

月 日（ ） ～ 日（ ）

2015/4/17

ママさん四国ブロック審判講習会

ソフトバレーリーダー養成講習会

四国高専春季リーグ

ソフトバレーリーダー養成講習会

四国ブロック審判講習会（6人制）

四国クラブ選手権

四国ブロック審判講習会（9人制）

　②ＪＶＡ補助競技会・主催及び共催競技会

香
　
　
川

徳
　
　
　
島

2015/2016
Ｖ・チャレンジリーグ

四国小学生大会

四国中学校長身者強化練習会

　③Ｖリーグ機構

競　　　技　　　名 開　　　　催　　　　日

2015 Ｖサマーリーグ

競　　　　技　　　　名 開催日程（開会式～終了）
　④その他

四国高等学校ブロック長身者発掘合宿

四国ママさんバレーボール大会

愛
　
 
媛

四国地区高等専門学校体育大会

四国大学秋季リーグ

全国９人制クラブカップ男子選手権大会

四国高等学校新人大会

国民体育大会ビーチ四国ブロック大会

第70回国民体育大会第32回四国ブロック大会

Ｕｰ14　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

（１）平成２７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）

四国中学校選抜優勝大会
高
　
　
知

四国家庭婦人バレーボールことぶき大会

天皇杯・皇后杯全日本６人制バレーボール選手権大会

四国ソフトバレーフェスティバル

開催日程（開会式～終了）

ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会

2015/2016
Ｖ・プレミアリーグ

四国地区大学総合体育大会

四国大学春季リーグ

四国ママさんバレーボール・オールドチャンピオン大会

四国高等学校選手権大会

四国中学校総合体育大会

競　　　　技　　　　名



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
１０/17（土）～19（月）

メンズ・レディース
　7/31（金）～8/2（日）

ねんりんピック
山口県周南市

メンズ・レディース
石川県白山市

なし なし

シルバー
１０/１０（土）～１２（月）

ファミリー
　７/３１（金）～８／２

（日）

シルバー
大阪府枚方市

ファミリー
石川県白山市

なし なし
スポレク

１1/6（金）～8（日）
新潟県上越市

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 なし なし

なし なし ８/７（金）～１０（月） 宮城県

なし なし
　　H２８年
　　３/１１（金）～１３
（日）

滋賀県

なし なし なし なし

なし なし １２/１１（金）～１４（月） 鹿児島県

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　８/１４(金)～１７(月)
女子　８/２０(木)～２３(日)

神奈川県藤沢市
大阪府岬町

なし なし
男子　８/８(土)～１１(火)
女子　８/６(木)～９(日)

大阪府阪南市
愛媛県伊予市

なし なし ８/１６(日)～２３(日) 神奈川県藤沢市

愛媛県ソフトバレーボールフェスティバル
第２３回全国シルバーフェスティバル

愛媛県予選大会
第２６回全国ファミリーフェスティバル

愛媛県予選大会

５月２４日(日)
砥部町陶街道

ゆとり公園体育館

第６回中学生ビーチバレージャパン
愛媛県大会

７月１９日（日）
伊予市五色姫

海浜公園

なし

平成２７年度　愛媛県高等学校
バレーボール新人大会

H２８年２月１３日
(土)

～１４日(日)

　男子　八幡浜市民
　　　　　スポーツセンター
　女子　伊方スポーツセンター

H２８年
３/１２(土)～１３(日)

松山市 なし なし

H２８年1月２３日
(土)

～1月２４日(日)
なし

愛媛県武道館

愛媛県総合運動公園
体育館

なし なし
Ｈ２８年

１/５（火） ～７（木）、
１/９（土）～１０（日）

松前町体育館

愛媛県武道館

愛媛県総合運動公園
体育館　メイン

愛媛県武道館

第３０回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会

第４５回ママさんバレーボール
総合親善大会

１１月２３日（月） 伊予市民体育館　他

第２７回全国家庭婦人バレーボール
いそじ大会愛媛大会　兼

第４５回四国家庭婦人バレーボール
愛媛県大会

６月７日（日） アリーナ土居

Ｈ２８年３月２７日（日）

愛媛県総合運動公園
体育館

愛媛県総合運動公園
体育館　他

第８回MORIMO杯
四国ソフトバレー交流大会

４月２６日（日）

第３９回テレビ愛媛杯ママさん
バレーボール愛媛県大会

第５回全国ママさんバレーボール
冬季大会愛媛県大会

第４６回ママさんバレーボール
愛媛県大会　兼

第４５回四国ママさんバレーボール
愛媛県大会

１２月１３日（日）

ソフトバレーボールフェスタ愛媛２０１５ ８月３０日（日）

７月２６日(日)

東京都渋谷区

男子・女子
大阪府岸和田市

愛媛県スポーツレクリェーション祭
２０１５家庭婦人バレーボール大会

第６８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(火)～８／１(土)

女子
 ８/２(日)～６(木)

９月５日（土）

平成２７年度　愛媛県高等学校
総合体育大会

２０１５愛媛県ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭 １１月８日（日）

第11回松山交流大会

１１月２２日(日)
～２３日(月)

６月６日(土)
～８日(月)

男女　松前公園体育館(７・８
日)

男子　　新田・聖陵(６日)
女子　松山東・東温(６日)

６/１９(金)～２１(日)
徳島県
鳴門市

Ｈ２７年
３/２１（土）～２２（日）

徳島県
徳島市

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

８/１（土）～２（日）
香川県
丸亀市

８/２１（金）～２４（月）

松前公園体育館
北条スポーツセンター

なし なし
第２７回　愛媛県中学校
バレーボール新人大会

第６７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選手権
第２７回ねんりんピック愛媛県予選大会

第１７回全国レディース交流大会愛媛県予選大会
第１５回全国メンズ交流大会愛媛県予選大会

５月３日（日）

北海道旭川市

なし なし なし なし

なし

４月２６日（日）
４月２９日（水）

６月２７日(土)

第３０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３５回
全日本バレーボール小学生大会

愛媛県大会

第４回全国スポレクフェスティバル
愛媛県予選大会

第２４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（日）
１月１７日（日）
１月２４日（日）

平成２６年度　愛媛県中学生
バレーボール選手権大会

５月３１日（日）

平成２６年度　愛媛県中学生
バレーボール新人大会

７/２５（土）～２６（日）

なし

香川県
観音寺市

８/１１（火）～１４（金）

なし

大　　会　　名 実施日

      ２６日(日)　県内各会場
      ２９日(水)
      男子　双葉小学校
      女子　伊予市民体育館

松山市コミュニティ
センター体育館

       １日(日)
       男子（未定）
       女子（伊予市民体育館）
       ３日(火)
       男子（未定）
       女子（伊予市民体育館）

なし

東京都渋谷区　他

なし なし

なし なし

なしなし

  17日（日）
  男子　（未定）
  女子　東予・小松・西条西部
  　　　・朝倉B&G
  24日（日）（伊予市民体育
館）

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

松山市総合コミュニティ
センター体育館

西予市宇和町体育館

愛媛県総合運動公園体育館

なし

１１月７日（土）
～９日（月）

平成２７年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会日程　一覧表

2015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２６年度
愛媛県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ選手権大会

６月２８日(日)

未定

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２０１５
小学生バレーボール大会

伊予市五色姫
海浜公園

なし

西条市総合
運動公園体育館

松山市総合コミュニティ
センター体育館

１０月１８日（日）

９月２２日（火）

７月２１日(火)
～２３日(木)

５月１６日(土)
～１７日（日）

１１月１日（日）
１１月３日（火）



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

なし なし ２月～３月 未定
第６回　全国６人制バレーボールリーグ

総合男女優勝大会女子決勝リーグ

　　H２８年
　　２月２７日（土）
　　２月２８日（日）

松前公園体育館

愛媛県６人制バレーボール
男子リーグ

　　H２８年
　　２月２１日（日）
　　３月６日（日）

愛媛大学

なし

愛媛県６人制総合
男女選手権大会

１２月１９日(土) なし

愛媛県９人制総合
男女選手権大会

　　H２８年
　　１月３１日(日)

愛媛県総合
運動公園体育館

メイン
なし なし なし

愛媛県武道館 なし なし なし

京都府
京都市・亀岡市

全日本９人制総合
男子(第８５回)・女子(第８４回)

選手権大会県予選
９月１３日(日)

愛媛県総合
運動公園体育館

メイン
なし なし

男子
１１/１９(木)～２２(日)

女子
１１/２７(金)～３０(月)

男子
大阪府大阪市

女子
京都府京都市

第１４回全国社会人西ブロック
男女優勝大会県予選

８月９日(日)
愛媛県総合

運動公園体育館
メイン

なし なし １０/３（土）～５（月）

石川県金沢市

平成２７年度天皇杯・皇后杯
愛媛県ラウンド

(ご注意)　実施日と会場は、参加チーム数
により決定致します。

男子・女子
７月２５日(土)
～２６日（日）

男子・女子
松前公園体育館

愛媛県総合運動公園体育
館

９月６日（日）
高知県
南国市

１２/１８（金）～
２０（日）、

２６（土）～２７（日）
東京都渋谷区、大田区

日本スポーツマスターズ２０１５
愛媛県予選

７月１２日(日) 松前公園体育館 なし なし ９/１８（金）～２２（火）

６人制男子
大阪府大阪市

６人制女子
岩手県一関市

９人制男子
香川県高松市

９人制女子
北海道札幌市

全日本９人制実業団
男子(第６８回)・女子(第６７回)

選手権大会県予選
５月２４日(日) 未定 なし なし

男子
７/２４(金)～２７(月)

女子
７/９(木)～１２(日)

男子
石川県金沢市

女子
鳥取県鳥取市

第３５回全日本６・９人制クラブ
カップ男女選手権大会県予選

９人制
５月１０日（日）

６人制
５月２４日（日）

９人制
愛媛県総合

運動公園体育館
メイン・サブ

６人制
八幡浜市民

スポーツセンター

７月１９日（日）
香川県
丸亀市

６人制男子
８/１３(木)～１６(日)

６人制女子
７/３０(木)～８/２(日)

９人制男子
８/７(金)～１０(月)

９人制女子
８/６(木)～９(日)

平成２７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27年3月6日(金)現在で作成しています。予定は変更する可能性があります。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 27年度 基本方針 

  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。 

 

平成 27年度 事業計画 

 １ 平成 27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 

  (3) 愛媛県 B級審判員講習会  

12月 5日(土)9:30～16:00 6日(日)9:30～16:30 愛媛県立松山中央高等学校 

  (4)  公益財団法人日本バレーボール協会公認技術統計判定員 四国ブロック講習会 

     12月 5日(土)9:30～16:00 6日(日)9:30～16:30 

２ 平成 27年度日本協会公認愛媛県 B・C級審判員資格取得講習会 

   8月 2日（日） 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)  全国ビーチバレーボール審判講習会(神奈川)                            1 名 

  (5)  四国ブロック A級審判員講習会(6人制徳島)(9人制香川)              各 16名 

  (6)  A級審判員資格取得講習会(大阪)                                      3名 

  (7) A級審判員講習会(東京)                         2名 

 (8)  ラインジャッジ講習会(大阪)                      3名 

  (9)  ビーチバレーボール特別 A級審判員講習会(大阪)                   2名 

４ 全国大会審判員派遣 

   《6人制》 

  全国高校総体男子(大阪) 8月 2日(日)～6日(木)              大西大輔 

  第 29回全国都道府県対抗中学大会(大阪) 12月 25日(金)～28日(月)   松木穂高 

    《9人制》 

  第 35回全日本クラブカップ男子選手権大会(香川) 8月 7日(金)～10日(月) 

                               竹村曜子 片上豪太 

   



　「えひめ国体実行委員会」活動計画　（平成２7年度）

　　　　（旧：H29特別委員会）

　平成２９年開催の「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」に改称し、強化事業と準備事業の２本柱と
して精力的に対応してきている。

　平成２７年度は「えひめ国体」と「えひめ大会」が２年後に迫った事であり、これまで以上に重点的に対応して
いく必要から委員会を「えひめ国体実行委員会」に格上げ改称して課題解決に向けて全力で取組んでいく。
その為には「オール愛媛」の体制で総力を挙げて取組まなければならない。

　平成２７年度の活動計画については下記の通りである。

Ⅰ．平成２７年度の推進体制

（リーダー：石丸直司） （スタッフ　　　：クラブ連　　学連　　　　　）

（リーダー：矢野美紀）

（強化委員長） (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：石丸　靖）

審判関係２０名

（統括副委員長）

他計２６名

審判関係２０名

（全体総括委員長：会長） （競技副委員長　伊方２名） （統括副委員長） 他計２２名

審判関係２０名

（統括副委員長） 他計２２名

審判関係２０名

（統括副委員長） 他計２２名

（リーダー：　　　　　） （スタッフ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
障害：佐々木係長（県障スポ課）

（リーダー：　　　　　） （スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（リーダー：　　　　　） （スタッフ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅱ．強化部会
　　　　２年後に迫った「えひめ国体」で目標としている「各種別とも３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強化内容をこれまで以上に充実させていく。
　　　特に強化練習会などにおいては目標をはっきりと設定し、それに対して結果をフォローしていく体制をつく
　　　り、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「えひめ国体」で少年の部の主力と
　　　なる中学３年生、２年生を引続き「ターゲットエイジ」として強化対策を進めていく。
　　　　平成２７年度の具体的目標としてはまず４種別（成年男子、成年女子、少年男子、少年女子）が揃って
　　　国体四国ブロック予選を突破し、「和歌山国体」へ出場出来るようにすることである。
　　　　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。

　　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

成年男子 （サブリーダー：　　　　　　　アドバイザー：　　　　　　　　）

成年女子

少年男子

（サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

知的：松山市 （サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

成女：伊方町

身体：伊予市

精神：八幡浜市

少女：鬼北町

競技副委員長１・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１・委員８・記録
主任２・委員９・総務委員長１・副委員長２・委員２・式典主任１・委員２・総合
成績計算副委員長１・委員２

競技副委員長１・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１・委員８・記録
主任２・委員９・総務副委員長２・委員２・式典主任１・委員２

＊練習会場主任・委員・線審主任・点示主任は地元役員

（責任者：網江　浩）

全国障害者
スポーツ大会

（サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

準備部会

少男：伊予市

強化部会

成男：八幡浜市

（サブリーダー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

少年女子

ターゲットエイジ

競技副委員長１・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１・委員８・記録
主任２・委員９・総務副委員長２・委員２・式典主任１・委員２

競技副委員長１・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１・委員８・記録
主任２・委員９・総務副委員長２・委員２・式典主任１・委員２

（アドバイザー）

（全体総括副委員長：副会長１）

＊練習会場主任・委員・線審主任・点示主任は地元役員

＊練習会場主任・委員・線審主任・点示主任は地元役員

＊練習会場主任・委員・線審主任・点示主任は地元役員

強化：辻岡係長（県教委）
準備：川田主幹（県国体準備課）

えひめ国体実行委員会

（事務局員：総務副委員長）

（総括委員長：理事長）

（事務局長：理事長）
（事務局員：総務副委員長）



　　　　　（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、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）「えひめ国体」の時に主力となる中学３年生、２年生を対象とした「ターゲットエイジ」事業
　　　　　　　　　の推進
　　　　　（12）「６人制以外の強化事業」の継続実施
　　　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
　　　　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は、強化事業と準備事業の
　　　大きな２本柱を着実に進める事であるが、準備事業については県国体準備課の指導を受けながら順調
　　　に進んでいる。詳細については開催予定地である伊予市、八幡浜市、伊方町、鬼北町と県国体準備課、
　　　県体育協会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。
　　　　４年前の平成２３年に「第７２回国民体育大会中央競技団体正規視察」が行われ、是正項目についての
　　　指摘を受けたが幸いにも大きな問題点はなく軽微の修正内容であった。この指摘を受けてそろそろ具体的
　　　に改善が始まると思うが開催地とよく連携をしながら効率よく進めていき県協会の責任を果たしていきたい。
　　　　また、開催予定地の盛上げや運営のノウハウ蓄積のために出来るだけ多くの大会を計画し、開催予定地
　　　の協力を得て運営したい。
　　　　そして、平成２７年度は「和歌山国体」であるので準備状況や運営状況を視察し、今後の準備事業に
　　　反映していきたい。なお、今回は出来るだけより具体的な内容について確認していきたい。

Ⅳ．全国障害者スポーツ大会（えひめ大会）
　　　　　平成２９年の「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があるが既に一昨年から計画が進んでおり
　　　　平成２７年度は具体的に対応する段階にきている。
　　　　　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同時進行をしていく。
　　　　平成２７年度については昨年と同じような形式の大会を開催し、少しでも強化事業に役立てたい。

（以上）



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。



愛媛県バレーボール協会規約に関する申し合わせ （案）

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及び地域加盟団体は、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、愛媛県中学生バレ
ーボール連盟及び、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 20,800
高体連専門部 各ﾁｰﾑ 20,000
中学生連盟 各ﾁｰﾑ 13,000
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 ) (10,200) 2,000 6,000 12,000 800
高体連専門部 500 2,600 2,100 14,000 800
中学生連盟 5,200 7,000 800
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２７年４月１日から施行する。



　　平成27年度　　予　　　　算　　　　書　　（案）

＜ 収 入 の 部 ＞

　 　科　　  目 26年度決算額 27年度予算額 増 減 摘　　　　　要

　１　昨年度繰越金 43,827 60,641 16,814

　２　登　録　料 3,036,000 3,136,000 100,000 実2,高専3,ク21,大7,高80,中156,小100

　３　還　元　金 923,176 931,053 7,877 日本協会個人登録料

　４　雑　収　入 20,064 30,100 10,036 ＨＰ使用料（小連・高体連・ビ連）、利子

　５　繰　入　金 150,000 0 △ 150,000

　６　借　入　金 0 0 0

　　合　　　計 4,173,067 4,157,794 △ 15,273

＜  支 出 の 部 ＞

　 　科　　  目 26年度決算額 27年度予算額 増 減 摘　　　　　要

　１　事　業　費 2,072,346 2,040,000 △ 32,346 委員会

　２　補　助　費 737,000 737,000 0 各加盟団体，東中南予支部費

　３　派　遣　費 646,740 609,000 △ 37,740 役員・審判派遣費

　４　納　入　金 444,700 444,700 0 県体協，日本協会，四国連盟

　５　褒　償　費 120,900 160,000 39,100 賞状，メダル

　６　慶　弔　費 90,740 90,000 △ 740

　７　予　備　費 0 77,094 77,094

　８　次年度繰越金 60,641 0 △ 60,641

　　合　　　計 4,173,067 4,157,794 △ 15,273



内　　　訳

　　科　　　目 26年度決算額 27年度予算額 増 減 摘　　　要

　１　事　業　費 2,072,238 2,040,000 △ 32,238

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 230,000 200,000 △ 30,000 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 426,014 430,000 3,986 ホームページ

総務委員会事務局費 166,224 160,000 △ 6,224 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 737,000 737,000 0

実　連 5,000 5,000 0

高専連 5,000 5,000 0

クラブ連 40,000 40,000 0

学　連 13,000 13,000 0

高体連 91,000 91,000 0

中学連 78,000 78,000 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 105,000 5,000*21
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 55,000

合　　計 105,000 105,000

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
学連登録料 14,000 2,000*7
学連運営費 14,000

合　　計 14,000 14,000

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
高体連登録料 272,000 3,400*80
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 197,000

合　　計 272,000 272,000

科　　目 収　入 支　出 摘　　　要
中学連登録料 811,200 5,200*156
JOC杯強化 500,000
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 251,200

合　　計 811,200 811,200

　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

表 彰 規 程

第 １ 条 （目 的）

この規程は、愛媛県におけるバレーボール振興に功労のあった者（団体を含む。

以下同じ。）の表彰に関することを定める。

第 ２ 条 （被表彰者）

愛媛県におけるバレーボール振興に努力し、その功績が特に顕著で、次の各号に

該当する者に対して、表彰状及び記念品を贈り、これを表彰する。

但し過去にこの表彰を受けたものは除く。

１． 愛媛県バレーボール協会の役員として永年従事し、その功績顕著な者。

２． その他、愛媛県におけるバレーボールの振興・発展に、特に功績顕著な者。

第 ３ 条 （推 薦）

支部・友好団体及び加盟団体は、この規程に該当すると認めた者について、毎年

１月末日までに調書を添えて推薦書を愛媛県バレーボール協会事務局に提出するも

のとする。

２ 表彰者の決定は、表彰者選考委員会の議を経て決定する。

３ 表彰者選考委員会は常任理事会がこれに当たる。

第 ４ 条 （表 彰 日）

表彰は、被表彰者に適した事業の際行うものとする。但し、やむを得ない事由が

ある時は、この限りではない。

本規程は、昭和５２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。 

 



選考スケジュール
26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

22

31

1

2

3

4

5

2

3

4

平成２７・２８年度役員改選による選考委員会委員選出開始

平成２７・２８年度役員改選による選考委員会委員選出決定

会長・幹事、理事長の選考開始

委員長の選考開始　　　　　　　　　　　　会長・幹事および理事長決定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長決定

・
・
・

常任理事会　選考結果発表＆承認

・
・
・

理事会・評議委員会　選考結果発表＆承認

各セクションにて選考委員の選出と確
認をメールにて行った。

委員長選考の専用メーリングリスト

を開設し、メール会議にて選考

会長・監事、理事長それぞれの専

用メーリングリストを開設し、メール



平成２７・２８年度役員改選による選考委員会

愛媛県バレーボール協会規約に関する細則
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。
副会長 石丸　靖
理事長 神野　和幸
常任理事 長井　成明 八木　毅 川井　隆広

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。
会長 中村　進
副理事長 樋野　慎平
常任理事 長井　成明 八木　毅 川井　隆広

3)常任理事(第四章、第5条2項に規定する委員長)の選考委員会は、会長、副会長1名、
理事長、加盟団体及び支部が選出する常任理事3名で構成する。
会長 中村　進
副会長 石丸　靖
理事長 神野　和幸
常任理事 八木　毅 樋野　慎平 川井　隆広

(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。

現役員 役員（案）

会長

中村
ナカムラ

　進
ススム

（現）

監事

岡本
オカモト

　勝
マサル

(現)

小野
オノ

　仁士
ヒトシ

(現）

理事長

神野
カミノ

　和幸
カズユキ

（現）

委員長

笠原
カサハラ

　正直
マサナオ

（総務） （現）

長井　成明
ナガイ　ナリアキ

（競技） （現）

志波　大介
シバ　ダイスケ

（審判） （現）

福田
フクダ

　隆
タカシ

（強化） （現）

池内
イケウチ

　裕紀
ユウキ

（指導普及）

中村
ナカムラ

　進
ススム

岡本
オカモト

　勝
マサル

小野
オノ

　仁士
ヒトシ

神野
カミノ

　和幸
カズユキ

福田
フクダ

　隆
タカシ

網
アミ

江
エ

　浩
ヒロシ

笠原
カサハラ

　正直
マサナオ

長井
ナガイ

　成明
シゲアキ

志
シバ

波　大介
ダイスケ
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