
期　日 平成３０年４月１日 (日)　１６：３０～

平成３０年度

愛媛県バレーボール協会

評議員会資料

会　場 　　　　東京第一ホテル松山　１Ｆ　ルミエール　



平成３０年度 評議員会 議題 

 

日 時  平成３０年４月１日（日）１６：３０～ 

場 所  東京第一ホテル松山 １Ｆ ルミエール 

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２９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 強化委員長              

             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 中村 会長 

 

 ２ 平成２９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               小野・久保田 監事 

 

 ３ 平成３０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 強化委員長 

             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 

         平成３０年度国体強化委員会 神野 理事長 

 

 ４ 平成３０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２９年度 第１回常任理事会議事録 

 

日  時    平成２９年 ５月１４日（日） 19:00～21:00 

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) 平成 29･30 年度常任理事会役員名簿                  神野理事長 

平成 29･30 年度常任理事会役員について、神野理事長より説明があり、承認さ

れた。 

(2) えひめ大会リハーサル大会（5/27･28）について          神野理事長 

     神野理事長より、えひめ大会リハーサル大会について、説明があった。 

(3) えひめ国体ビーチバレーボール JVA 調整会議（6/3）について    神野理事長 

     上記の調整会議について、神野理事長より、当日の出席者、役割分担について説 

明があった。 

(4) 平成 29 年度 四国バレーボール連盟総会及び懇親会（6/17 高知県） 神野理事長 

     四国バレーボール連盟総会について、神野理事長より、出席者及び、当日の日程 

についての説明があった。 

(5) えひめ国体 JVA 調整会議（7/1）について               神野理事長 

 上記の調整会議について、神野理事長より、当日の JVA からの出席者、県協会、 

担当市町の出席者の説明と役割分担の説明があった。 

(6) 丸大食品バレーボール教室（11/5）について            神野理事長 

 上記のバレーボール教室の要項について神野理事長より、説明があった。 

 ２ 報告事項 

(1) 合同懇親会の御案内                    笠原総務委員長 

日時 平成 29 年６月３日（土） 19:00~ 

場所 東京第一ホテル松山 

会費 ５，０００円 

(2) 備考 平成 29 年度常任理事会日程案 

５／１３（日） ７／２３（日） ９／１０（日） １１／２６（日）  

１／２８（日） ３／２５（日） ４／１（日） 平成 30 年度 評議員会 



平成２９年度 第２回常任理事会議事録 

 

日  時    平成２９年 ７月２３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) 2016/17Ｖプレミアリーグ女子愛媛大会決算報告（資料１・２） 

                            夏井副総務委員長 

夏井副総務委員長より、2016/17V プレミアリーグ女子愛媛大会の決算報告がなさ 

れ、承認された。 

   

(2) えひめ国体・えひめ大会について                 神野理事長 

 えひめ国体・えひめ大会の準備、宿泊の手続き等の進捗状況について、神野理

事長より、説明があった。 

                               

(3) 高校優秀選手について（資料３）                神野理事長 

 高校優秀選手について、神野理事長より説明があり、承認された。 



平成２９年度 第３回常任理事会議事録 

 

日  時    平成２９年 ９月１０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) えひめ国体ビーチバレーボール・６人制について         神野理事長 

えひめ国体ビーチバレーボール・6 人制について、神野理事長より、準備・大会

当日の運営などについて、最終の確認がなされた。 

 

(2) 中学校優秀選手の表彰式について             樋野中体連理事長 

     例年、Ｖプレミアリーグ女子愛媛大会で表彰式を行っていたが、今年度はＶプレ 

ミアリーグ女子愛媛大会が開催されない。また、それに替わる大会等も行われない

ことから、今年度は、表彰式を実施しないとの説明がなされた。 

 

(3) ＪＯＣ選抜チームについて                樋野中体連理事長   

  ＪＯＣ選抜チームの運営について、今年、国体が終了したことで、県の国体ト

ップレベル事業からの補助がなくなる。ＪＶＡから旅費の一部負担はあるものの

スタッフ・選手の負担が増えることが考えられる。そこで、県協会に選抜チーム

の運営に必要な費用の一部を負担していただけないかとの提案があり、前向きに

検討することになった。 

 

２ 報告事項 



平成２９年度 第４回常任理事会議事録 

 

日  時    平成２９年１２月１６日（土） 18:00～20:00 

場  所    国際ホテル松山 

 

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) ＪＶＡ－ＭＲＳについて                    （資料 1） 

     神野理事長より、2018年度から新しくなるＭＲＳの変更点やその目的について、 

    説明がなされた。 

 

(2) 平成 29年度Ａ級審判員認定について               （資料 2） 

      志波審判委員長より、田村耕一郎（中体連）・島田香（高体連）の 2 名が、Ａ 

級候補審判員に認定されたとの説明がなされた。 

 

(3) 小・中学生優秀選手について                 （資料 3・４） 

 小学生、中学生の平成 29年度の優秀選手について、説明がなされ、承認された。 

  

２ 報告事項 



平成２９年度 第５回常任理事会議事録 

 

日  時    平成３０年 １月２８日（日） 17:00～19:00 

場  所     松前総合文化センター 

 

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) 新ＪＶＡ－ＭＲＳについて                   神野理事長 

新システムの登録の仕方について再確認し、各チーム責任者や個人による登録の 

仕方を周知する必要がある事が提案された。 

２ 報告事項 

(1) ＪＶＡからの報告                       神野理事長 

① 来年度の国内競技日程（別紙） 

② 全日本 9 人制総合が男女同会場で大阪で開催される。 

③ ＪＶＡにハイパフォーマンス事業本部が設置され、その中にハイパフォーマ

ンス推進部とディベロップメント推進部が置かれ、指導普及や強化を進める

ことになった。 

④ 来年度からのＶリーグは新しいリーグになり、ライセンスに応じて、Ｓ１・

Ｓ２・Ｓ３に分かれる。 

以上の報告が、神野理事長よりなされた。 

(2) 交流大会について 

今年度の交流大会が、3 月 11 日（日）、障害者福祉センターで開催されることが

報告された。 

 



平成２９年度 第６回常任理事会議事録 

 

日  時    平成３０年 ３月２５日（日） 17:00～19:00 

場  所     松前総合文化センター 

 

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) 今後の国体強化について（資料１）              神野理事長 

 平成 30 年度も「スポーツ立県」として競技力向上対策事業・アドバイザーコー

チ事業が継続して実施されることになり、「えひめ国体実行委員会」の代わりとし

て「平成３０年度国体強化委員会」の設置を検討する。また、「6 人制以外の事業」

も継続していくことが、神野理事長より説明された。それに対して、平成 30年度

以降の国体参加のチーム（参加選手）をどのように決めていくのか、「愛媛クラ

ブ」・「クラブえひめ」を母体とするのか、以前のように国体参加チームを決める

大会を開催し、県代表を決めるのか。その決定方法をどうするかという意見が出

された。平成 31 年度に向けての検討課題とすることになった。 

(2) U－１４のブロック大会について（資料１）           神野理事長 

     Ｕ－１４男子のブロック大会のＪＶＡからの助成金がここ数年ストップしてい

たが、各ブロックからの要請などにより 1 ブロック 10 万円の助成金が復活する

ことになった。ブロック大会を開催する方向で、中体連に協力をお願いした。 

(3) 評議員会資料について                   各委員会委員長 

 平成 30 年度評議員会資料が、競技・審判・強化・指導普及・総務の各委員会か

ら提出され、説明があった。 

(4) 平成 29年度愛媛県バレーボール協会一般会計報告     夏井副総務委員長 

 夏井副総務委員長より、上記の報告がなされ、承認された。 

(5) 平成 29年度愛媛県バレーボール協会特別会計報告        神野理事長 

 神野理事長より、上記の報告がなされ、承認された。 

 



【強化委員会】 

平成２９年度事業報告 

１ 会議・協議・視察等 
平成２９年 ３月 ６日 伊予市     （国体ビーチバレーボール強化委員会） 

平成２９年 ３月１５日 伊予農業高校  （国体経理 夏井経理と協議） 

平成２９年 ３月１８日 県障がい者福祉セ（障スポ精神障害 交流大会視察） 

平成２９年 ３月１９日 高松市     （少年男女 四国高校新人大会視察） 

平成２９年 ３月１９日 しおさい体育館 （障スポ聴覚障害 教室視察） 

平成２９年 ３月２２日 伊予農業高校  （国体競技力向上 川中・堀内と協議） 

平成２９年 ３月２７日 朝生田町    （ビーチバレーボール 強化について協議） 

平成２９年 ３月３１日 東京      （国体成年男子 中央大学松永監督・武智と協議 ） 

            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２９年 ４月１３日 県武道館    （国体 競技力向上対策協議会） 

平成２９年 ４月１９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２９年 ５月 ３日 大阪市中央体育館（国体成年男女 黒鷲旗視察） 

平成２９年 ５月２８日 伊予市     （ビーチバレーボール 強化について協議） 

平成２９年 ６月１０日 伊予市     （ビーチバレーボール 事前会議についてＪＶＡ桐原・門脇・斎藤と協議） 

平成２９年 ６月１１日 伊予市     （ビーチバレーボール 事前会議についてセノーと協議） 

平成２９年 ６月１７日 春野体育館   （国体少年男子 四国高校大会視察） 

平成２９年 ６月２０日 伊予市     （ビーチバレーボール 強化について庄司と協議） 

平成２９年 ６月２２日 松山市     （ビーチバレーボール ＪＶＡ男子強化練習会） 

平成２９年 ６月２４日 八幡浜市民スポ （国体成年男子 近大・大分三好と強化練習会視察） 

平成２９年 ６月３０日 東京ＪＶＡ事務所（ビーチバレーボール ＪＶＡと協議） 

平成２９年 ７月１６日 徳島市     （国体成年男女 クラブカップ四国予選視察） 

平成２８年 ７月１７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２９年 ７月２３日 鳴門市     （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２６日 県総合運動公園 （国体少年男女 中学県予選視察） 

平成２９年 ７月２９日 山形県・宮城県 （国体少年男子 インターハイ視察） 

平成２９年 ８月 ５日 南国市     （ＪＯＣ 四国中学大会視察） 

平成２９年 ８月 ６日 県庁      （障スポ 強化会議） 

平成２９年 ８月１２日 和歌山     （国体成年男子 全国クラブカップ視察） 

平成２９年 ８月１６日 近畿大学    （国体成年男子 強化練習会視察） 

平成２９年 ８月２０日 徳島市     （国体男女 四国ブロック大会視察） 

平成２９年 ８月２４日 千葉県     （国体少年男子 日中韓親睦高校生大会視察） 

平成２９年 ８月２５日 東京      （ビーチバレーボール 国体抽選会視察） 

平成２９年 ８月２７日 松前町     （ＪＯＣ結団式） 

平成２９年 ８月３０日 県武道館    （国体結団式） 

            国際ホテル   （国体決起集会） 

平成２９年 ９月 ３日 高松市     （国体成年男女 天皇杯四国ブロック視察） 

平成２９年 ９月 ９日 東京      （国体抽選会視察） 

平成２９年 ９月１２日 山の手ホテル  （ビーチバレーボール 激励会） 

平成２９年 ９月１３日 五色姫     （ビーチバレーボール えひめ国体） 

平成２９年 ９月１７日 山の手ホテル  （ビーチバレーボール 祝勝会） 

平成２９年１０月 １日 大阪      （ビーチバレーボール 開催地会議） 

平成２９年１０月 ４日 ４市町     （えひめ国体） 

平成２９年１０月１９日 県庁      （障スポ 事前会議） 

平成２９年１０月２４日 県武道館    （障スポ 事前会議） 

平成２９年１０月２６日 県武道館    （障スポ 事前会議） 

平成２９年１０月２７日 ３市町     （えひめ大会） 

平成２９年１１月 ５日 しおさい体育館 （スポレク小学生大会視察） 

平成２９年１１月２０日 国際ホテル   （成年女子 祝勝会） 

平成２９年１２月２５日 大阪      （国体少年男女 ＪＯＣカップ視察） 

平成３０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３０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１１日 ゆとり体育館  （９人制総合大会視察） 

平成２９年 ２月１５日 県武道館    （競技力向上関係団体連絡会） 

平成２９年 ２月１７日 県総合運動公園 （ジュニアアスリート発掘事業） 

平成２９年 ２月１８日 松前町体育館  （国体成年女子 全国６人制リーグ視察） 

平成２９年 ３月 ４日 愛媛大学    （国体成年男子 県６人制リーグ視察） 

平成２９年 ３月１７日 徳島市     （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)ＪＯＣカップ中学生県選抜選手選考会 

   平成２９年 ８月１１日 伊予市しおさい公園体育館で実施 

(２)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 

(３)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 えひめ国体 ７位  クラブカップ全国大会 ３位  全国6人制リーグ ３位 

＊ 楠原千秋・長谷川暁子 えひめ国体 ５位  

 ＊ 長谷川徳海・庄司憲右 えひめ国体 優勝 

 ＊ 余土男子バレーボールクラブ 第３７回全日本バレーボール小学生大会混合の部 準優勝 

 ＊ 中学生選抜男子 ＪＯＣカップ ３位 

 ＊ 中学生選抜女子 ＪＯＣカップ ３位 



【指導普及委員会】 

 

平成 29年度 事業報告 

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 

平成 30年 3月 11日(日) 愛媛県障害者福祉センターで実施 

２ （公財）日体協公認スポーツ指導者（指導員）養成講習会 

平成 29年 11月 25日(土)・26日(日)、12月 2日(土)・3日(日) 松山市青少年センターで実施 

３ 平成 29年度優秀選手表彰式 

高等学校：平成 29年 8月 19日(土) 愛媛県武道館で実施 

中 学 校 ：                        各中学校で実施 

小 学 校 ：平成 30年 1月 28日(土) 愛媛県総合運動公園体育館で実施 

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 2月 24日(土)・25日(日) 東京で開催 

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 愛媛県小学生 6年男女、中学生 1・2年女子バレーボール交流大会 

平成 30年 3月 21日(水) 愛媛県武道館で実施 

８ ゴールドプラン全国中学生バレーボール指導者研修会 

平成 30年 8月 19日(日) 伊予市民体育館で実施 

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 

 

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 

 



【競技委員会】 

 

平成 29年度 事業報告 

 

１ 競技会 

（１）平成 29年度 各種大会結果一覧表（別紙参照） 

（２）愛媛国体・愛媛大会 

（ビーチバレーボール） ９月 15日(金)～17日(日) 

伊予市五色姫海浜公園 

（６人制） 10月６日(金)～９日(月) 

  少年男子 伊予市民体育館 

  少年女子 鬼北総合公園体育館 

  成年男子 八幡浜市民スポーツセンター 

  成年女子 伊方スポーツセンター 

（障害者スポーツ大会） 10月 28日(土)～30日(月) 

知的障害者の部 愛媛県武道館 

聴覚障害者の部 伊予市民体育館 

精神障害者の部 八幡浜市民スポーツセンター 

  （３）ジャパンビーチバレーボールツアー伊予市大会 

伊予市五色姫海浜公園 ６月 10日(土)～11日(日) 

（４）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 10日(木)～13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 29年度 全国競技委員長研修会 平成 30年３月３日(土)～４日(日) 於東京都 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



混合の部 余土男子 東温ＭＡＸ

第26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）

男子　下灘体育館
女子　県運動公園体育館他
混合　県運動公園体育館

愛媛スポレク祭2017
11月3日（金）
11月4日（土）
11月5日（日）

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

   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

4月23日（日）
4月30日（日）

男子　雄郡小・味生小体育館
女子　松山市コミセン　他
混合　素鵞小

   ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｶｯﾌﾟ第37回記念
   全日本バレーボール小学生大会
   愛媛県大会

6月18日(日)
6月25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

5月29日(日) 伊予市 五色姫海浜公園
井上　夏緒里
坪内　紫苑

女子
平成29年度
愛媛県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ選手権大会

楠原　千秋
村上　礼華

男子 雄新中学校 4年連続10回目

5年ぶり3回目小野中学校女子

平成29年度　愛媛県中学生
バレーボール新人大会

H30年1月27日（土）
～28日（日）

男子

今治南中学校

女子 松山東雲中学校 3年ぶり3回目 松山西中学校

3年連続11回目男子

第30回　愛媛県中学校
バレーボール新人大会

11月11日（土）
～12日（日）

西条市総合体育館
新居浜市民体育館

男子 雄新中学校

5年ぶり4回目

拓南中学校

立花中学校

津田中学校

女子

愛媛クラブ

小野中学校

真鍋大地(小松)
石川史翔(小松)

5月20日（土）
～21日（日）

女子

雄新中学校

平成29年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会結果一覧表 No.1

4年連続9回目 今治南中学校

女子 松山東雲中学校
西条市総合体育館ほか

男子

丹原JVC

福音ＪＶＣ

松山大学
平成29年度愛媛県６人制
バレーボールリーグ

2月18日（日）
3月4日（日） 男子

4人 エントリー無し

平成29年度　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

8月19日（土）
～20日（日） 女子

金栄ＪＶＣ

大西JVC

雄新中学校

5年連続12回目

拓南中学校

川東中学校

男子

福音ＪＶＣ

双葉男子ＶＢＣ

平成29年度　愛媛県中学生
バレーボール選手権大会

余土男子

堀江男子

城北エンジェルズ

金栄ＪＶＣ

四国中央ウエスタン

男子

準優勝チーム

味生ミラクルキッズ

男子 双葉男子ＶＢＣ

女子

混合の部

優勝チーム(回数等)大会名 実施日 会場

城北エンジェルズ

男子

女子 松山東雲高校

6月3日（土）～5日（月）

女子

女子

松山東雲高校

新田高校

新田高校

7月15日(日)

男子    '第8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

’17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

広見中学校

7月18日(月)

実施せず

2年連続4回目

山内達也(小松)
御手洗勝輝(小松)

女子

男子

男子

2年連続4回目

男子

宮川佳子(野村)
岡田明香里(野村)

松山東雲高校

男子

男女　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)

東温ＭＡＸ

石井北ＪＶＣ

6年ぶり12回目

八幡浜高校

宇都宮和(八幡浜)
大野るり(八幡浜)

3年ぶり3回目

松山工業高校

聖カタリナ学園高校

4年ぶり17回目

済美高校

松山工業高校

松山北高校

2年ぶり2回目

伊方スポーツセンター
八幡浜市民スポーツセン
ター

伊予市 五色姫海浜公園

愛媛大学　第一体育館

2年連続4回目

濱口　康司
副島　慶太

エントリー無し

第69回　愛媛県中学校
バレーボール総合体育大会

福音ＪＶＣ

余土男子

金栄ＪＶＣ

双葉男子ＶＢＣ

女子

混合の部

小野スポーツ周年団

双葉男子ＶＢＣ

混合の部

7月25日（火）
～27日（木）

愛媛県総合運動公園体育館

初優勝松山北高校

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

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



波方スカッシュ

新居浜クラブ 初優勝 川之江同好会

参加チームなし

松山クラブ HISAEDA

初優勝 (参加1チーム)

5年連続18回目

新田高校

新居浜クラブ

八幡浜高校

初優勝

初優勝

T'sクラブ初優勝

2年連続9回目

参加チームなし

葵クラブ

清水

club NOA

桑原

川内

1部 余土バレーＨ30年
3月25日(日）

愛媛県総合運動公園体育館

西条市総合体育館
　　　ひうち体育館

愛媛県総合運動公園体育館
松山市立椿小学校体育館
砥部町立宮内小学校体育館

5月7日(日)

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

女子

2部

愛媛県総合運動
公園体育館

5月21日（日）

9
人
制

玉津

生石

No.2

久米

2年ぶり6回目松山クラブ全日本9人制総合
男子(第87回)・女子(第86回)
選手権大会県予選

2年連続4回目

今治市中央体育館
周桑クラブ

川之江バレーボール同好会 オッズ
愛媛県総合運動公園体育館

第16回全国社会人西ブロック
男女優勝大会県予選

初優勝

男子

愛媛クラブ

松山青雲ジュピター

3年連続8回目

女子

愛媛大学

新居浜クラブ

川之江同好会

川之江球友

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

女子

2年連続3回目

女子

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

杉の子

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

第7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(日）

男子 愛媛大学

男子6
人
制

愛媛県武道館

東温市川内体育センター

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

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

8月27日（日）

第31回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会

3月26日（日）

実施日 会場

生石
愛媛県武道館

松山クラブ

男子

1部

西条市総合体育館
　　　ひうち体育館

11月23日（木）

久米

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）

優勝チーム(回数等)大会名

Fairy

AQUA

2部 今治ときわ

松山工業高校

準優勝チーム

未開催 参加チームなし

松山Jクラブ

平成29年度愛媛県ソフトバレーボールフェスティバル
○第25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26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13回愛媛県ソフトバレートリムフリー・オープン大会
○第6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39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2017
愛媛県予選

西条AKO

HISAEDA

参加チームなし

AQUA

10年ぶり4回目

松山青雲ジュピター 12年連続34回目

1部　優勝のみ　AQUA　久枝フラワーズ　松山南
　　　　　　　余土バレー　　久米
2部　優勝のみ　三島婦人　キャッツ　LINK　道後

T'sクラブ

愛媛クラブ

トリックスター

PURAIDO

西条クラブ

参加なし

余土すみれ

松山南

スポレク

オール院

セロリトリムスポレク

ビューティーズ

波方遊nity

女子

レディースフリー

シルバー

男子

JURI

月曜会

波方モッチ＆ミッキ

PRIDO

波方ピース

PRIDO

ビューティーズ余土

ビューティーズ

波方遊nity

ビューティーズ

波方ゴディバ

波方スカイ

西条クラブ

松前公園体育館

未開催

7月22日（土）
～23（日）

女子

6月25日(日)
男子

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

平成30年
2月11日(日)

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

女子　松前公園体育館
男子　愛媛県総合運動公園体育館

女子

男子

11月19日（日） 松前公園体育館

レディースフリー

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

トリムフリー

スポレク

フリー

ゴールド

レディ

9月10日(日)

ねんりんピック

レディースフリー

12月17日(日) 愛媛県総合運動公園体育館
男子

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

女子

8月11日(金)

女子

ゴールド

トリムフレー

トリムフリー

レディース

トリムフリー

波方モッチ＆ミッキ

西条クラブ

　　第10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

5月7日（日）

5月14日（日）

7月30日（日）

　　第7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2017

6月18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

平成29年度愛媛県ソフトバレーボール選手権大会
○第29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17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15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）

オールイン さんくす



【審判委員会報告】 

平成 29年度 事業報告 

 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 

                                  参加者 約 100名 

(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 

                                    参加者 約 15名  

(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 

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 29日(土)～30日(日)                                 参加者 20名 

第二回 12月 9日(土)～10日(日)                   参加者 10名 

                             

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 30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 級資格取得審判員講習会(大阪)                          2名 

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

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

 

 ４ 資格認定 

    (1) A級審判員資格取得審査講習会へ、田村耕一郎・島田香が参加し、『A級候補審判員』に認定された。 

  (2) 秋川哲一氏・川井隆広氏・渡辺昭夫氏・河野和男氏を名誉審判員に推薦した。 

 

５ 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 

 

 ６ 関連事業 

  (1) 国民体育大会審判員事前研修会(6人・ビーチ)を JVAより講師を招いて行った。 

  (2) 愛媛県小学生バレーボール連盟、審判員資格取得講習会へ講師派遣した。 

 



　　「えひめ国体実行委員会」活動報告　（平成29年度）

　平成29年に開催された第72回国民体育大会（愛顔つなぐえひめ国体）と、第17回全国障害者スポーツ大会
（愛顔つなぐえひめ大会）を成功させるために、平成21年4月より特別委員会を設置し、競技力向上、大会準備　　　　　
運営事業などの各対策を実施してきた。
　長期にわたる特別委員会で関係者には大変なご苦労をお掛けしたが、両大会とも成功裏に終わらすことが
でき感謝申し上げたい。

　これまでの経緯と、この間の国民体育大会成績は下記の通りである。

１．特別委員会の経緯
　　　　①平成21年4月～平成23年3月　　　H29：特別強化委員会
　　　　②平成23年4月～平成27年3月　　　H29：特別委員会
　　　　③平成27年4月～平成30年3月　　　えひめ国体実行委員会

２．特別委員会設置期間の国民体育大会競技成績

成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 男子 女子 男子 女子

平成21年 64回 新潟県 × × 2回戦敗退 2回戦敗退 × ×
22年 65回 千葉県 × × 1回戦敗退 × 7位 1回戦敗退
23年 66回 山口県 × × 2回戦敗退 1回戦敗退
24年 67回 岐阜県 × 1回戦敗退 × ×
25年 68回 東京都 5位 1回戦敗退 × ×
26年 69回 長崎県 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 ×
27年 70回 和歌山県 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退
28年 71回 岩手県 1回戦敗退 1回戦敗退 × ×

29年 72回 愛媛県 1回戦敗退 7位 2回戦敗退 1回戦敗退 優勝 5位

（備考）×印は四国ブロック大会で敗退

３．第72回国民体育大会（愛顔つなぐえひめ国体）の戦績・・・開催日程（10月6日（金）～9日（月））　　
　　（１）６人制（成年男子）・・・１６チーム出場・・・（八幡浜市）

●１回戦　　　　　　　愛媛県　１（２５－２２・１３－２５・２０－２５・２３－２５）３　静岡県

　 （２）６人制（成年女子）・・・１６チーム出場・・・（伊方町）
●１回戦　　  　　　　愛媛県　３（２５－１５・２５－１１・２５－１６）０　北海道
●２回戦　　  　　　　愛媛県　１（２０－２５・２５－２３・１９－２５・１４－２５）３　滋賀県
●５・７位決定戦　　愛媛県　０（１４－２５・２６－２８・１５－２５）３　岡山県 【天皇杯順位：得点】

　　↓ １．東京都 146.5
　　（７位） ２．大阪府 84.0

３．千葉県 75.5
　 （３）６人制（少年男子）・・・２４チーム出場・・・（伊予市） ４．埼玉県 70.0

●１回戦　　　　　　  愛媛県　２（２５－２３・２５－２０）０　北海道 ５．宮城県 67.5
●２回戦　　　　　　  愛媛県　０（１９－２５・１３－２５）２　長崎県 ６．福井県 62.0

７．京都府 55.0
 　（４）６人制（少年女子）・・・２４チーム出場・・・（鬼北町） ８．愛媛県 52.0

●１回戦　　　　　    愛媛県　１（２６－２４・１６－２５・２２－２５）２　福岡県 ９．佐賀県 50.0
10．滋賀県 47.5

　 （５）ビーチバレーボール（男子）・・・１６チーム出場・・・（伊予市）
●１回戦　　　　　    愛媛県　２（２１－１９・２２－２０）０　福井県 【皇后杯順位:得点】
●２回戦　　　　　    愛媛県　２（２１－２３・２１－１７・１５－１０）１　京都府 １．埼玉県 70.0
●決勝戦　　　　     愛媛県　２（２１－１７・２１－１９）０　東京都 ２．大阪府 54.5

　　↓ ３．佐賀県 50.0
　　（優勝） ４．東京都 45.5

５．岡山県 45.0
　 （６）ビーチバレーボール（女子）・・・１６チーム出場・・・（伊予市） ５．大分県 45.0

●１回戦　　　　　   愛媛県　１（２１－１２・１６－２１・１３－１５）２　福岡県 ７．宮城県 42.5
●５・７位決定戦　 愛媛県　２（２１－１６・２１－１４）０　大阪府 ８．千葉県 40.0

　　↓ ８．滋賀県 40.0
　　（５位） 10．福井県 34.0

11．神奈川県　　　31.0 31.0

12．愛媛県 28.0
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４．具体的な活動内容
　　（１）強化部会
　　　　　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
　　　　　⑧ＪＯＣ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
　　　　　　　　・男子の結果・・・3位
　　　　　　　　・女子の結果・・・3位
　　　　　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て強化対策の支援
　　　　　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（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」を推進
　　　　　⑫ビーチバレーボール男子、女子の強化支援
　　　　　⑬「6人制、ビーチバレーボール以外の強化事業」の推進（12チーム：240,000円）

　（２）準備部会
　　　　　①「愛顔つなぐえひめ国体」の開催地である4市・町（伊予市、八幡浜市、伊方町、鬼北町）と愛媛県、そして
　　　　　日本バレーボール協会を含め頻繁に打合せを行って準備をした。
　　　　　②組合せ抽選会への出席（6人制・9月9日（土）東京　：　ビーチバレーボール・8月26日（土）東京）

５．第17回全国障害者スポーツ大会関係
　　（１）リハーサル大会

①日程・・・平成29年5月27日（土）～28日（日）
②会場・・・聴覚障害者・・・しおさい公園伊予市民体育館
　　　　　　・知的障害者・・・愛媛県武道館
　　　　　　・精神障害者・・・八幡浜市民スポーツセンター

　　（２）本大会（愛顔つなぐえひめ大会）
①日程・・・平成29年10月28日（土）～30日（月）
②会場・・・聴覚障害者・・・しおさい公園伊予市民体育館
　　　　　　・知的障害者・・・愛媛県武道館
　　　　　　・精神障害者・・・八幡浜市民スポーツセンター

　　（３）準備部会
・開催地である3市（松山市・伊予市・八幡浜市）と愛媛県を含めて頻繁に打合せを行い準備を行った。
・組合せ抽選会への出席（8月6日（日）松山市）

　       以上の通り報告し、「えひめ国体実行委員会」は十分目的を達成したので
       今回の評議員会をもって解散する。
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       平成３０年度：愛媛県バレーボール協会運営基本方針 

 

１． 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・

効率化を図る。 

 

２． 「えひめ国体」「えひめ大会」のため設置していた「えひめ国体実行委員会」を「平成３０年

度国体強化委員会」と改め、より一層活動を充実させ強化を図ると共に、県のスポーツ局（障害

者スポーツ大会含む）、県教育委員会、県スポーツ協会との連携を強め、競技力向上を目指し、

その責任を果たす。 

 

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標に、「えひめ国体」「えひ

め大会」のレガシーとして「スポーツ立県」を目指す。 

 

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、スポーツ庁主催の「ジュニアアスリート発掘事業」に

も参加し、ジュニアの育成、強化を図る。 

 

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、インドア・

ビーチの審判員の養成、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の養成を図る。 

 

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． 「新生Ｖリーグ」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、見

る楽しさの拡大、ファンの獲得を目指す。 



【強化委員会】 

 

平成３０年度 基本方針 

 『えひめ国体』のレガシーとして、バレーボール競技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、本年度設

置の『平成３０年度国体強化委員会』や「スポーツ局」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、国体に向けて、愛媛県

スポーツ協会とも連携を図り、監督、選手の育成を行う。 

「競技スポーツ課」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、

競技力の向上を図り、ＪＯＣ（中学選抜）のベスト４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  (今治工業高校) 

  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・・・ 

  少年女子担当・・・ 

  ビーチ担当 ・・・福井 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３０年６月１０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３０年６月１０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３０年８月１１日(土) 伊予市民体育館 

   全国大会・・・平成３０年１２月２５日（火）～２８日（金） 大阪 

  国体第３８回四国ブロック大会 平成２９年８月２５日（土）・２６日（日）  

高知県春野町・・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２２日（日） 

高知県香南市・・男子・女子 

福井国体 ビーチバレーボール・・・・・平成３０年９月９日(日)～１１日(火) 

      男子・女子・・小浜市（若狭鯉川シーサイドパーク特設会場） 

６人制・・・・・・・・・・・平成３０年１０月６日(金)～１０月９日(月) 

成年男子・・・あわら市（あわら市農業者トレーニングセンター） 

成年女子・・・あわら市（トリムパークかなづ体育館） 

少年男子・・・坂井市（丸岡体育館） 

少年女子・・・坂井市（三国体育館） 

福井大会 知的・身体・精神・・・・・・平成３０年１０月１３日(土)～１０月１５日(月) 



【指導普及委員会】 

平成 30年度 基本方針 

2017 年えひめ国体開催レガシーとして競技力向上に向けた「スポーツ立県愛媛」を目指して、県ス

ポーツ協会や県スポーツ局と連携しながら，「ジュニアアスリート発掘事業」・「教室」・「強化練習会」・

「指導員養成講習会」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「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，ヤングクラブ連盟の普及発展を支援しな

がら，JOCのチームや国体少年男女などの競技力向上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。 

 第 18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 30年度 事業計画 

１ 松山金亀ライオンズクラブ杯 第 24回バレーボール交流大会（知的の部） 期日未定 

２ 平成 30年度優秀選手表彰式  

高等学校：平成 30年 11月 18日(日) 愛媛県総合運動公園体育館で実施予定 

小学校・中学校：平成 31年 2月 16日(土) 愛媛県武道館で実施予定 

３ 平成 30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 31年 3月 大阪で開催参加予定 

４ 愛媛県体育協会指導者資質向上連絡会議 随時参加 

５ 愛媛県体育協会指導者連絡会議 随時参加 

６ 愛媛県小学生 6年男女、中学生 1・2年女子バレーボール交流大会 

平成 31年 3月 21日(木) 愛媛県武道館で実施予定 

７ 第 18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 30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 21回全国ヤングクラブバレーボール男女優勝大会 平成 30年 9月 22日(土)、23日(日) 

大阪府大阪市で実施予定 

 

 



【競技委員会】 

 

平成 30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。 

 新ＭＲＳでの大会申し込みとチェック体制の確立（新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。 

 

平成 30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 30年度国内競技会日程一覧ほか（別紙参照） 

（２）県内大会 

平成 30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 30年度 全国競技委員長研修会 平成 31年３月予定 

 

３ 連絡事項 

（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。 

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。 

（２）天皇杯・皇后杯愛媛県ラウンドについては、開催日、体育館の面数、１日の試合数が制限

されることから、参加チーム数を制限する場合があります。 

また、申込み締切後、参加チーム数を見て、最終的な日程を決定します。 



平成30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 6/2 (土) ～ 7/22 (日) 各地
大垣市　　広島市
鹿児島市　仙台市

女子ﾌｧｲﾅﾙR 8/10 (金) ～ 8/11 (土) 東京 墨田区

男子 10/6 (土) ～ 10/8 (月) 広島 福山市 10/6 (土) 10/6 (土) 9/7 (金)

第70回全日本実業団女子選手権大会

第71回全日本実業団男子選手権大会

3 第38回全日本クラブカップ女子選手権大会 8/10 (金) ～ 8/13 (月) 福岡 久留米市 8/10 (金) 8/10 (金) 7/4 (水) 7/8 (日)

4 第38回全日本クラブカップ男子選手権大会 7/26 (木) ～ 7/29 (日) 山口 山口市 7/26 (木) 7/26 (木) 6/27 (水) 7/7 (土)

5 第18回　日本スポーツマスターズ2018 9/15 (土) ～ 9/18 (火) 北海道 札幌市 9/14 (金) 9/15 (土) 7/13 (金) 7/29 (日)

6 第17回全国社会人西ブロック　男女優勝大会 10/19 (金) ～ 10/21 (日) 奈良
桜井市・香芝市

橿原市
10/18 (木) 10/19 (金) 9/12 (水) 9/16 (日)

7 第17回全国社会人東ブロック　男女優勝大会 11/8 (木) ～ 11/11 (日) 富山 富山市 11/8 (木) 11/8 (木) 10/2 (火) 10/6 (土)

第88回全日本総合男子選手権大会

第87回全日本総合女子選手権大会

1 第67回黒鷲旗 全日本男女選抜大会 4/30 (月) ～ 5/5 (土) 大阪 大阪市 4/29 (日) 4/30 (月)

2 全国高校総体　男子 7/26 (木) ～ 7/30 (月) 三重 伊勢市 7/26 (木) 7/26 (木) 6/26 (火) 7/1 (日)

3 全国高校総体　女子 8/1 (水) ～ 8/5 (日) 三重 津市 8/1 (水) 8/1 (水) 6/26 (火) 7/1 (日)

4 第45回 全国高等学校定時制･通信制大会 8/1 (水) ～ 8/5 (日) 神奈川 平塚市 8/1 (水) 8/1 (水)

5 第38回 全日本小学生大会 8/7 (火) ～ 8/10 (金) 関東
町田市・川崎市・
所沢市・浦安市 8/7 (火)

6 第38回全日本クラブカップ男子選手権大会 8/17 (金) ～ 8/19 (日) 大阪 大阪市 8/16 (木) 8/17 (金) 7/11 (水) 7/15 (日)

7 第38回全日本クラブカップ女子選手権大会 7/26 (木) ～ 7/29 (日) 栃木 宇都宮市 7/26 (木) 7/26 (木) 7/4 (水) 7/8 (日)

8 第53回 全国高等専門学校体育大会 8/24 (金) ～ 8/26 (日) 福岡 久留米市 8/24 (金) 8/24 (金) 8/24 (金)

9 第48回全日本中学校選手権大会 8/21 (火) ～ 8/24 (金) 島根 松江市

10 第21回全国ヤングクラブ優勝大会 9/22 (土) ～ 9/23 (日) 大阪 大阪市 9/21 (金) 9/22 (土) 7/18 (水) 8/10 (金)

11 第73回　　国民体育大会 10/5 (金) ～ 10/8 (月) 福井 あわら市・坂井市 10/4 (木) 10/5 (金) 9/5 (水) 9/9 (日)

第71回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　男子大学選手権大会 11/26 (月) ～ 12/2 (日) 関東
　　大田区・墨田区・港区

日野市・八王子市 11/26 (月) 11/26 (月)

第65回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　女子大学選手権大会 11/26 (月) ～ 12/2 (日) 関東
　　大田区・墨田区・港区

日野市・八王子市 11/26 (月) 11/26 (月)

13 第32回全国都道府県対抗中学大会 12/25 (火) ～ 12/28 (金) 大阪 大阪市 12/25 (火) 12/25 (火)

第9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 1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　 12/14 (金) ～ 12/16 (日) 東京 調布市

12/22 (土) ～ 12/23 (日) 東京 大田区

1
'１8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 8/9 (木) ～ 8/12 (日) 愛媛 伊予市 8/9 (木) 8/9 (木) 7/23 (月) 7/26 (木)

2
ビーチバレー・ジャパン・カレッジ2018

第30回　全日本ビーチバレー大学男女選手権大会
8/7 (火) ～ 8/9 (木) 神奈川 川崎市 8/7 (火) 8/7 (火)

3 第17回全日本ビーチバレーｼﾞｭﾆｱ男子選手権大会 8/3 (金) ～ 8/6 (月) 大阪 阪南市 8/3 (金) 8/3 (金)

4 第32回 ビーチバレージャパン 8/10 (金) ～ 8/12 (日) 神奈川 藤沢市 8/9 (木) 8/10 (金)

5 第9回全国中学生ビーチバレー大会 8/12 (日) ～ 8/13 (月) 神奈川 藤沢市 8/12 (日) 8/12 (日)

6 第29回全日本ビーチバレー女子選手権大会 8/16 (木) ～ 8/19 (日) 大阪 岬町 8/16 (木) 8/16 (木)

7 ジャパンビーチバレーボールツアー2018 4月 ～ 9月 全国各地

8 第73回　　国民体育大会 9/9 (日) ～ 9/11 (火) 福井 小浜市 9/8 (土) 9/8 (土) 8/23 (木) 8/25 (土)

1 第26回 全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル 9/23 (日) ～ 9/24 (月) 新潟 長岡市 9/22 (土) 9/23 (日) 7/21 (土)

2 第20回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル 10/26 (金) ～ 10/28 (日) 滋賀 草津市 10/26 (金) 10/27 (土) 7/27 (金)

3 第7回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル 12/1 (土) ～ 12/2 (日) 三重 津市 11/30 (金) 12/1 (土) 8/24 (金)

4 第3回全国ソフトバレー・フリーフェスティバル 2/16 (土) ～ 2/17 (日) 東京 町田市 2/16 (土) 2/16 (土) 11/30 (金)

8人制 1 第9回 全国ヴィンテージ８’s交流大会 11/2 (金) ～ 11/4 (日) 沖縄 名護市 11/2 (金) 11/2 (金)

時点

6/2 (土) 6/2 (土) 3/23 (金)

９

人

制

1

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） 2018.3.4

9月 10月
16

4月 7月

1/5 (土) 12/2 (日)15 第71回　全日本高等学校選手権大会 1/5 (土) ～ 1/13 (日) 東京 調布市

10/17 (水) 10/21 (日)

６

人

制

12

14

1/4 (金)

大阪8 11/29 (木) ～ 12/2 (日)

7/20 (金) 6/20 (水) 6/23

大阪市 11/29 (木) 11/29 (木)

7/23 (月) 宮城
仙台市
利府町

7/20 (金)

開　催　期　間
代表者
会議

開 会 式 締 切 日 抽 選 日

2 7/20 (金) ～ (土)

平成30年度
天皇杯・皇后杯

全日本選手権大会

第４回全日本9人制
バレーボール
トップリーグ



30/3/27　現在

県 会場地

1 8 月 5 日（ 日 ） ～ 6 日（ 月 ） 愛媛・松山市

2 10 月 21 日（ 日 ） ～ 日（ ） 愛媛・四国中央市

3 2 月 3 日（ 日 ） ～ 日（ ） 愛媛・松山市

4 3 月 9 日（ 土 ） ～ 10 日（ 日 ） 愛媛・新居浜市

5 5 月 12 日（ 土 ） ～ 13 日（ 日 ） 香川・高松市

6 5 月 13 日（ 日 ） ～ 日（ ） 香川・綾歌郡綾川町

7 6 月 15 日（ 金 ） ～ 17 日（ 日 ） 香川・高松市

8 6 月 17 日（ 日 ） ～ 日（ ） 香川・高松市

9 6 月 29 日（ 金 ） ～ 7/1 日（ 日 ） 香川・善通寺市

10 7 月 7 日（ 土 ） ～ 8 日（ 日 ） 香川・善通寺市

11 9 月 2 日（ 日 ） ～ 日（ ） 徳島・鳴門市

12 4 月 15 日（ 日 ） ～ 日（ ） 徳島・鳴門市

13 6 月 10 日（ 日 ） ～ 日（ ） 徳島・鳴門市

14 7 月 7 日（ 土 ） ～ 8 日（ 日 ） 徳島・徳島市

15 7 月 28 日（ 土 ） ～ 29 日（ 日 ） 徳島・徳島市

16 3 月 16 日（ 土 ） ～ 17 日（ 日 ） 徳島・徳島市

17 月 日（ ） ～ 日（ ） 高知・高知市

18 7 月 15 日（ 日 ） ～ 日（ ） 高知・春野町

19 7 月 21 日（ 土 ） ～ 日（ ） 高知・香南市

20 7 月 22 日（ 日 ） ～ 日（ ） 高知・香南市

21 8 月 25 日（ 土 ） ～ 26 日（ 日 ） 高知・春野町

22 8 月 26 日（ 日 ） ～ 28 日（ 火 ） 高知・高知市

23 9 月 30 日（ 日 ） ～ 日（ ） 高知・南国市ほか

24 10 月 27 日（ 土 ） ～ 28 日（ 日 ） 高知・香美市ほか

25 11 月 24 日（ 土 ） ～ 日（ ） 高知・香南市

26 3 月 16 日（ 土 ） ～ 17 日（ 日 ） 高知・春野町

会場地

28 8 月 9 日（ 木 ） ～ 12 日（ 日 ） 愛媛・伊予市

29 9 月 1 日（ 土 ） ～ 2 日（ 日 ） 愛媛・松山市

月 日（ ） ～ 日（ ）

会場地

男子 平成 30 年 12 月 1 日 ( 土 ) ～ 12 月 2 日 ( 日 ) 徳島・徳島市

女子 平成 31 年 2 月 16 日 ( 土 ) ～ 2 月 17 日 ( 日 ) 愛媛・松山市

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（ ）

競　　　　技　　　　名

2018/2019　Vリーグ(V1)

2018/2019　Vリーグ(V2)

ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会

競　　　　技　　　　名

　③Ｖリーグ機構

競　　　技　　　名 開　　　　催　　　　日

Ｖ・サマーリーグ

　②ＪＶＡ補助競技会・主催及び共催競技会

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

     

（１）平成30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30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

四国ソフトバレー総合フェスティバル

ママさん四国ブロック審判講習会

四国小学生大会

四国クラブ選手権

四国高等学校新人大会

四国地区大学総合体育大会

四国高等学校ブロック長身者発掘合宿

四国中学校長身者強化練習会

四国ママさんバレーボールいそじ大会

四国ブロック審判講習会（ビーチ）

四国中学校総合体育大会

愛
媛

四国ママさんバレーボール大会

四国高専春季リーグ

四国高等学校選手権大会

四国地区高等専門学校体育大会

香
川

四国ブロック審判講習会（9人制）

四国ママさんバレーボールことぶき大会

徳
島

四国大学秋季リーグ

国民体育大会四国ブロック大会（インドア）

四国ブロック審判講習会（6人制）

高
知

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）

ソフトバレーリーダー養成講習会



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
11/3（土）～6（火）

レディース
10/26（金）～28

（日）

ねんりんピック
富山市

レディース
草津市

なし なし

シルバー
9/22（土）～24（月）

フリー
H31年

2/16（土）～17（日）

シルバー
長岡市
フリー
町田市

なし なし 11/30（金）～12/2（日） 津市

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） 兵庫県

なし なし
平成31年3月

未定
未定

なし なし なし なし

なし なし 12/７（金）～10（月） 福島県

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　8/10(金)～12(日)
女子　8/16(木)～19(日)

混合　未定

藤沢市
岬町

（未定）

なし なし 男子　8/3(金)～6(月)
女子　8/9(木)～12(日)

阪南市
伊予市

7/21（土） 松山市 8/7(火)～9(木) 川崎市

なし なし 8/12(日)～13(月) 藤沢市

伊予市五色姫
海浜公園

なし

西条市総合体育館

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

10月14日（日）

9月29日（土）

7月25日(水)
～27日(金)

5月19日(土)
～20日（日）

10月28日（日）
11月3日（土）
11月4日（日）

平成30年度　愛媛県バレーボール協会　各種大会日程　一覧表

2018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30年度
愛媛県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ選手権大会

5月20日(日)

7月16日(月)

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2018
小学生バレーボール大会

20日（日）
　男子　未定
　女子　未定
　混合　未定
27日（日）
　女子　伊予市民体育館

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

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

町田市・川崎市
所沢市・浦安市

なし なし

なし なし

なしなし

8/7（火）～10（金）

なし

大　　会　　名 実施日

22(日)
　男子　双葉
　女子　西条市総合　他
　混合　下灘体育館
29日(日)
　女子・混合　県運動公園体育館

西条市総合体育館
ひうち体育館

西条西部体育館
小松体育館

県運動公園体育館

28日(日)
　女子　未定
　混合　未定
3日（土）
　男子　未定
4日（日）
　女子・混合　県運動公園体育館

第33回愛媛県バレーボール協会長杯
小学生バレーボール大会

第38回
全日本バレーボール小学生大会

愛媛県大会

第7回全国スポレクフェスティバル
愛媛県予選大会

第27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20日（日）
1月27日（日）

平成30年度　愛媛県中学生
バレーボール選手権大会

6月17日（日）

平成30年度　愛媛県中学生
バレーボール新人大会

11月10日（土）
～11日（日）

第31回　愛媛県中学校
バレーボール新人大会

第71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30回全国ねんりんピック愛媛県予選大会

第20回全国レディース交流大会愛媛県予選大会

なし なし

なし

4月22日（日）
4月29日（日）

6月10日（日）
6月17日（日）
6月24日（日）

7/28（土）～29（日）

なし

徳島市

なし未定

5月27日（日）

松江市

高松市

Ｈ31年
3/16（土）～17

（日）
徳島市

H31年1月26日(土)
～1月27日(日)

なし

8/5（日）～6（月） 松山市 8/21（火）～24（金）

愛媛県スポーツレクリェーション祭
2018家庭婦人バレーボール大会

第71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
7/26(木)～30(月)

女子
 8/1(水)～5(日)

9月2日（日）

平成30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2018 H31年1月27日（日）

11月18日(日)
23日(金)

6月2日(土)
～4日(月)

男子・女子
松前公園体育館(3・4日)

男子　新田・松山中央(2日)
女子　松山東・東温(2日)

第11回MORIMO杯
四国ソフトバレー交流大会

5月6日（日）

第42回テレビ愛媛杯ママさん
バレーボール愛媛県大会

第7回全国ママさんバレーボール
冬季大会愛媛県大会

第49回全国ママさんバレーボール
愛媛県大会　兼

第48回四国ママさんバレーボール
愛媛県大会

11月11日（日）

7月29日(日)

2018愛媛県スポーツレクリェーション祭

第30回全国家庭婦人バレーボール
いそじ大会愛媛大会　兼

第48回四国ママさんバレーボール
愛媛県大会

6月3日（日）

 Ｈ31年
 3月31日（日）

愛媛県総合
運動公園体育館他

愛媛県総合
運動公園体育館他

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

愛媛県総合
運動公園体育館

なし なし

6/15(金)～17(日)

Ｈ31年
1/5（土） ～13（日）

愛媛県総合
運動公園体育館他

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

東温市川内体育センター他

なし

なし

宇和島市総合体育館他

調布市

男子　伊勢市
女子　津市

平成30年度　愛媛県高等学校
バレーボール新人大会

H31年2月2日(土)
～3日(日)

　　男子　宇和島東高校
　　女子　吉田高校

H30年
3/16(土)～17(日)

春野町 なし

第9回全国中学生ビーチバレー大会
愛媛県大会

7月16日（月）
伊予市五色姫

海浜公園

第33回フジカップママさん
バレーボール愛媛県大会

第47回愛媛県ママさんバレーボール
総合親善大会

11月24日（土） 愛媛県武道館主道場他

ビーチバレー・ジャパン・カレッジ2018

愛媛県ソフトバレーボールフェスティバル
第26回全国シルバーフェスティバル

愛媛県予選大会
第3回トリムフリー愛媛県予選大会

5月6日(日)
砥部町陶街道

ゆとり公園体育館



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

【ご注意】上記の表は、平成30年3月24日(土)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。

会場

6人制
砥部町陶街道

ゆとり公園体育館
9人制

愛媛県総合
運動公園体育館

7/15（日） 春野町

6人制男子
8/17(金)～19(日)

6人制女子
7/26(木)～29(日)

9人制男子
7/26(木)～29(日)

9人制女子
8/10(金)～13(月)

平成30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

6人制男子
大阪市

6人制女子
宇都宮市
9人制男子
山口市

9人制女子
久留米市

全日本9人制実業団
男子(第71回)・女子(第70回)

選手権大会県予選
5月20日(日) （未定） なし なし 7/20(金)～23(月) 仙台市・利府町

第38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20日（日）

9人制
5月13日（日）

日本スポーツマスターズ2018
愛媛県予選

6月3日(日)
八幡浜市民

スポーツセンター
なし なし 9/15（土）～18（火）

平成30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21日（土）
7月22日（日）

21日
愛媛県総合運動公園体育館

22日
松前公園体育館

9月2日（日） 鳴門市
12/14(金)～16(日)
22(土)～23(日)

11/29(木)～12/2(日)

砥部町陶街道
ゆとり公園体育館

なし なし 10/19（金）～21（日）

札幌市

調布市
大田区

桜井市　他
第17回全国社会人西ブロック

男女優勝大会県予選
8月5日(日)

なし

愛媛県9人制総合
男女選手権大会

H31年
2月24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88回)・女子(第87回)

選手権大会県予選

なし12月16日(日)
愛媛県総合

運動公園体育館
なし なし

大阪市9月9日(日)
愛媛県総合

運動公園体育館
なし なし

愛媛県6人制バレーボール
男子リーグ

H31年
3月3日(日)
3月10日(日)

愛媛大学

なし

愛媛県6人制総合
男女選手権大会



【審判委員会】 

 

平成 30年度 基本方針 

判定基準の統一を図り、公平・公正で安定した審判技術の向上とメンタル面の強化に努める。 

男女共同参画をさらに進めるため、女性審判員の活動の支援を推進すると共に、若手審判員の技術向上と人材

発掘を進める。 

 

平成 30年度 事業計画 

 １ 平成 30年度愛媛県審判講習会 

(1) 6人制審判講習会 4月 8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 8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 8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    愛媛県立松山中央高等学校 

  

２ 平成 30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) 第 38回全日本クラブカップ９人制男子選手権大会（山口）    大久保鷹亮 

 (2) 第 38回全日本クラブカップ６人制男子選手権大会（大阪）     向井沙織 

 (3) 第 32回全国都道府県対抗中学大会（大阪）            松木穂高 

 (4) 第 29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) 愛媛県小学生バレーボール連盟、審判員資格取得講習会へ講師派遣。 

 

 

 

 

 



「平成３０年度国体強化委員会」の活動計画

平成３０年度国体強化委員会の体制

（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）

（総括委員長：中村進） (リーダー：神野智臣） （スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（総括副委員長：堀内靖志）

（委員長：神野和幸）　 （リーダー：神野智臣） （スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（リーダー：川井隆広）

（リーダー：石丸　靖）

（リーダー：網江　浩）

　「スポーツ立県」として国体強化費が、平成３０年度は競技力向上対策事業４，８４０，０００円、アドバイ
ザーコーチ事業８６０，０００円、合計５，７００，０００円と、巨額の実施計画が作成され、成年男女には社会
人スポーツ強化支援事業も計画されています。そのため、本年度は福井国体出場をかけた四国ブロック
大会に向けた取り組みが急務となっています。そこで、「えひめ国体実行委員会」の解散を受け、本年度は
「平成３０年度国体強化委員会」設置をし、６人制は四国ブロック大会を勝ち抜くこと、ビーチバレーボール
は全国優勝、を目標に活動していく計画です。また、「６人制以外の事業」も継続していく予定です。３１年
度以降については、ビーチバレーボールの少年の部への変更等も含めて、実連・クラブ連・学連・高体連・
中学連と協議し、新たな強化体制を構築していく方針です。

（スタッフ　　　：　）

　（経理部長：石丸靖）

（経理副部長：笠原正直）

（アドバイザー：辻岡英幸）

全国障害者
スポーツ大会

（サブリーダー：　）

経理部会

国体強化委員会

　（強化部長：福田隆）

（総括副委員長：石丸靖）
（総括副委員長：岡本勝）

（スタッフ　　　：大谷隼　加地勇人　）

少年女子 （サブリーダー：　）

ビーチバレーボール （サブリーダー：福井美香　楠原千秋　）

（スタッフ　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ＪＯＣ・ヤング・Ｕ－１４ （サブリーダー：宮本大輔　谷岡淳　）

強化部会 少年男子 （サブリーダー：　）

成年男子 （サブリーダー：　山根健佑　　）

成年女子 （サブリーダー：　　）

（スタッフ　　　：水野志郎　阿部静香　）



　　平成30年度　　予　　　　算　　　　書　　（案）

＜ 収 入 の 部 ＞

　 　科　　  目 29年度決算額 30年度予算額 増 減 摘　　　　　要

　１　昨年度繰越金 136,141 51,221 △ 84,920

　２　登　録　料 2,909,500 2,913,500 4,000 実2,高専3,ク16,大７,高75,中152,小92

　３　還　元　金 975,561 974,402 △ 1,159 日本協会個人登録料

　４　雑　収　入 30,001 30,001 0 ＨＰ使用料、利子

　５　繰　入　金 250,000 0 △ 250,000

　６　借　入　金 0 0 0

　　合　　　計 4,301,203 3,969,124 △ 332,079

＜  支 出 の 部 ＞

　 　科　　  目 29年度決算額 30年度予算額 増 減 摘　　　　　要

　１　事　業　費 2,194,742 1,702,000 △ 492,742 委員会

　２　補　助　費 733,000 720,000 △ 13,000 各加盟団体，東中南予支部費

　３　派　遣　費 698,500 887,000 188,500 役員・審判派遣費

　４　納　入　金 424,000 424,000 0 県体協，日本協会，四国連盟

　５　褒　償　費 177,060 180,000 2,940 賞状，メダル

　６　慶　弔　費 22,680 30,000 7,320

　７　予　備　費 0 26,124 26,124

　８　次年度繰越金 51,221 0 △ 51,221

　　合　　　計 4,301,203 3,969,124 △ 332,079



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規約に関する細則

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

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 8,000 (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 7,000 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
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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