
平成２９年度 香川県バレーボール協会 審判講習会・合同理事会・評議員会 

平成２９年４月９日（日）８：３０～１２：３０  会場  高松大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ   ルール説明会・審判講習会･競技研修会（体育館）      

受付  ８：３０～ ９：００  ルールブック販売      

講習会 ９：００～１０：００ 

 

Ⅱ   部会別会議 

受付  １０：００～１０：２０  

会議  １０：２０～１１：１０ 

会場 クラブ連盟     ３階  ３０６講義室  

高校部会      ２階  ２０２講義室  

中学校部会     ２階  ２０５講義室  

実業団連盟     ２階  ２０４講義室  

地域（市町）協会  ３階  ３０８講義室    

大学連盟･小学生･ママさん･ソフト連盟についてはロビーをお使いください。 

 

Ⅲ    合同理事会･評議員会 

１１：２０～１２：３０ ２階 ２０１講義室    

会次第は２ページ 

 





 

香川県バレーボール協会へのチーム登録手続について【重要】 

 

１ 登録係･問合せ先・登録料 

種別 ｢登録料（手続先）」及び｢登録に関する問合せ先｣ 登録料 

クラブ 

大学 

大西サチ子  〒769-2513 東かがわ市大谷 788-10 

勤務先（087）823-2266  携帯 090-4509-8964 

ｸﾗﾌﾞ  12,000 円  

大学  12,000 円 

実業団 苧坂(ｵｻｶ)泰男 〒769-0210 綾歌郡宇多津町 1045-1 ﾗﾓﾅｰ㈱内 

勤務先（0877）49-0211  自宅（087）876-1160 

県協会 12,000 円 

県実連 12,000 円 

高専 中瀬巳紀生  〒761-0104 高松市勅使町 355 香川高専内 

勤務先（087）869-3862  FAX（087）869-3819 
県協会 12,000 円 

高校 谷畑 祐二  〒760-0068 高松市松島町 1 丁目 18 番 54 号高松商業内 

勤務先（087）833-1971  FAX（087）862-3229 
県協会 12,000 円 

中学 河野 証憲  〒761-0612 木田郡三木町氷上 31 三木中学校内 

勤務先（087）898-1547  FAX（087）898-1548 
県協会 10,000 円 

小学 池田千恵美  〒760-0080 高松市木太町 2 区 1256-13 

               自宅（087）867-6471 
小学生連盟 

ママさ

ん 

八木 和代  〒761-8074 高松市太田上町 23-6 

自宅（087）888-1849 
ママさん連盟 

ソフト 伊藤 礼子  〒769-2606 東かがわ市水主 4335 

自宅（0879）24-3656 
ソフト連盟 

 

２  登録手続きについて 

（１）｢ｸﾗﾌﾞ｣｢実業団｣｢大学｣｢高専｣｢高校｣｢中学｣  

①上の表で登録料を確認して、県協会への登録料を次の口座へ振り込んでください。  

   

 

 

 

 

 

 

            

②登録料の振込領収書(写しでも可)を該当する種別の登録係に送付してください。 

（各種別の登録係が把握するため)       

         

（２）｢小学｣｢ママさん｣｢ソフト｣の登録は、担当者の指示に従ってください。    

 

【振込先】 

百十四銀行円座支店 (普通)口座番号 0846894    

  名義人  ：香川県バレーボール協会 代表 中瀬巳紀生   

振込人名義 （ チーム名 代表者名 ） 

※種別の確認ができるよう、必ず最初にチーム名を記入し、そのあとに代表者名を記入してください。 

※中・高・高専・大学は、チーム名のあとに男･女の別もお願いします。 

   （注）チーム名には、カガワケンリツなどは、省いてください。 
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平成２９年度 香川県バレーボール協会 評議員会 

 

会 次 第 

 

１ 福家会長挨拶 

 

 

２ 顕彰規定による功労表彰 

 

 

３ 県リーグ表彰 

 

 

４ 議長選出（規約第５章第２７条により、会長が議長となる。） 

 

 

５ 協議事項 

１号議案 JVA、四国バレーボール連盟報告 

 

 

２号議案 平成２８年度協会事業報告 

 

 

３号議案 平成２８年度一般会計決算報告 

 

 

４号議案 平成２８年度各委員会・連盟･部会からの事業報告 

   （１）専門委員会 

     競技委員会  審判委員会  強化委員会  指導普及委員会  総務委員会 

（２）連盟･部会 

       クラブ連盟  実業団連盟  大学連盟  高専連盟  高校部会 中学校部会 

       小学生連盟  ママさん連盟  ソフトバレー連盟  ビーチバレー連盟 

       ヤングバレー連盟 

 

５号議案 平成２９・３０年度役員改選について 
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６号議案 平成２９年度一般会計予算案について 

 

 

７号議案 平成２９年度の運営方針について 

（１）専門委員会 

     競技委員会  審判委員会  強化・指導普及委員会  総務委員会 

（２）連盟･部会 

       クラブ連盟  実業団連盟  大学連盟  高専連盟  高校部会 中学校部会 

       小学生連盟  ママさん連盟  ソフトバレー連盟  ビーチバレー連盟 

       ヤングバレー連盟 

 

 

 

６ その他 
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２ 顕彰規定による功労表彰 

   

とらまるレディース 
第６回全国マさんバレーボール冬季大会（主催：一般社団法人全国ママさんバレーボール連盟） 

    平成２８年１２月８日～１１日  新潟市東総合スポー ツセンター 

〇グループ戦１日目 

    とらまるレディース ２（２１－１７，２１－９）０ 渡同好会（鳥取） 

とらまるレディース ２（２１－９，２１－８）０ ありすクラブ（秋田） 

〇グループ戦２日目 

とらまるレディース ２（２１－１８，２１－１６）０ 竹松（長崎） 

とらまるレディース ２（２１－１８，２１－１８）０ 琢成（山形） 

   〇トーナメント戦（Ａブロック） 

とらまるレディース ２（２２－２０，２１－１７）０ 朝飛ＴＲＩＢＥ（新潟１） 

    とらまるレディース ２（２１－１４，１９－２１、２１－１１）１ ＢＢＣ（広島） 

 

３ 県リーグ表彰 

第 39回香川県バレーボールリーグ最終結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6人制男子 1部 

1位 綾南クラブ   

最優秀選手 松本 師 

2位 香川県警 

3位 東讃迷球会 

4位 花園クラブ 

5位 絆‘S 

6位 善通寺クラブ 

7位 綾歌クラブ 

6人制男子 2部 

1位 MENS      

最優秀選手 平木 雅登 

2位 高紫会 

3位 KOS 

4位 香川大学 

5位 香川町クラブ 

6位 T.K.O 

7位 高松大学 

8位 梁山泊 
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平成 28 年度専門委員会事業報告 

 
【審判委員会】 

 

１ 平成２８年度香川県審判講習会 

（１）６・９人制審判講習会 ４月 ３日（日）高松大学 参加者１５０名 

（２）大学生審判講習会   ４月 ３日（日）高松大学 参加者２５名 

（３）小学生連盟審判講習会 ４月２４日（日）飯山総合運動公園体育館 参加者１５２名 

（４）高校生審判講習    ７月３０日（土）高松北・坂出高等学校 参加者２６７名 

（４）クラブ連審判講習会 １０月３０日（日）丸亀城西高校 参加者２６名 

 

２ 講習会派遣  

（１）全国９人制講習会(大阪)               赤松・西山 

（２）全国６人制講習会(東京)               萱原・西山 

（３）全国ビーチバレーボール講習会（神奈川）       福岡 

（４）日本小学生連盟研修会（東京）            長尾・脇・髙橋成 

（５）四国ブロック６人制講習会 (徳島)          萱原・赤松・西山・福岡・徳永 

（６）四国ブロック９人制講習会 (徳島)          秋山・藤田・西山・福岡・徳永 

（７）ＪＶＩＭＳ講習会（東京）              藤阪・小原 

（８）全国ラインジャッジクリニック（大阪）        福岡 

（９）全国ビーチバレーボール西日本ブロック講習会（愛媛） 福岡・長尾 

（10）Ａ級候補審判員講習会(大阪)             西山 

（11）Ｂ級審判員講習会（大阪）              福岡・徳永 

 

３ 四国ブロック大会審判員派遣 

（１）四国大学春季リーグ（高知）             赤松・西山 

（２）四国高校選手権大会（愛媛）             藤田・西山 

（３）四国大学インカレ（高知）              西山 

（４）四国小学生大会（愛媛）               長尾・脇・原田 

（５）四国クラブカップ（愛媛）              岡野 

（６）四国中学総合体育大会（徳島）            綾田・髙橋・徳永・大西・近藤 

（７）国体四国ブロック予選（香川）            １２名 

（８）天皇杯・皇后杯四国ラウンド（愛媛）         法兼・中西 

（９）四国大学秋季リーグ（香川）             ９名 

（10）四国高校新人大会（香川）               

（11）四国中学校選抜優勝大会（愛媛）         綾田・髙橋・徳永・坂井・大西・近藤 

（12）高専春季リーグ（香川）                     

 

４ 全国大会審判員派遣 

（１）全国高校総体女子（山口）               藤田（ブロック指名） 

（２）西日本女子インカレ（大阪）              赤松（Vスクール）・西山 

（３）西日本クラブ９人制女子大会（岡山）          岡 

 

５ 資格認定 

西山晃平さんがＡ級候補審判員講習会を受講し、「Ａ級審判員」に認定された。 
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【強化委員会】 

  

第７１回国民体育大会 バレーボール競技 第３７回四国ブロック予選が８月２０、２１日に丸亀市

民体育館と飯山総合運動公園体育館で開催されました。 

本大会（希望郷いわて国体）四国ブロック出場枠は、成年男女各１、少年男女各２をかけて、香川県選

抜チームがそれぞれの種別で戦いました。 

  

詳しい結果は下記の通り。 

成年男子 １回戦 香川県１（２５－２０ ２２－２５ １６－２５）２愛媛県 

  

成年女子 １回戦 香川県２（２５－１６ ２５－１３）０徳島県 

   決勝戦  香川県１（２１－２５ ２５－２３ １７－２５ １８－２５）３愛媛県 

 

少年男子 リーグ戦 香川県２（２９－２７ ２５－２２）０愛媛県 

          香川県２（２５－１７ ２５－１４）０高知県 

          香川県２（２５－１７ ２３－２５ ２５－１８）１徳島県 

 

少年女子 リーグ戦 香川県０（２１－２５ １８－２５）２徳島県 

         香川県２（２５－２２ ２５－１５）２愛媛県 

         香川県１（２５－１９ ２０－２５ １２－２５）２高知県 

 

以上の結果、少年男子が本国体の出場権を獲得しました。 

 

 

第７１回 希望郷いわて国体結果 

 

少年男子 １回戦 香川県２（２５－１８ ２３－２５ ２５－１６）１茨城県 

    ２回戦 香川県０（２３－２５ １３－２５）２京都府 

 

少年男子は天皇杯得点になるベスト８を賭けた２回戦で惜しくも敗れました。 
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【指導普及委員会】 

 

１ 第２回キッズバレーボール教室（6月 4日） 

  場 所 高松市総合体育館 

  講 師 高等学校教員 多数 

  参加人数 ４６名 

 

２ 第３回キッズバレーボール教室（7月 23日） 

  場 所 丸亀市民体育館 

  講 師 小学校教員 多数 

  参加人数 ３６名 

 

３ ヤング・JOCや国体チームなどの競技力強化支援（8月末～） 

 

４ 第４回キッズバレーボール教室（9月 18日） 

  場 所 飯山総合体育館 

  講 師 高等学校教員 多数 

  参加人数 ２４名 

 

５ 全国ヤングクラブバレーボール男女優勝大会（9月 24日・25日） 

   会  場 門真スポーツセンター エディオンアリーナ大阪 

   選  手 中学 2年生  男子 18名  女子 18名 

   スタッフ 男子 5名 女子 5名 

 

６ 岩手国体（10月 2日～） 

 

７ JOC全国都道府県対抗中学生バレーボール大会（12月 25日～28日） 

   会  場 大阪市中央体育館 エディオンアリーナ大阪 

   選  手 中学生  男子 12名  女子 12名 

   スタッフ 男子 5名 女子 5名 

 

８ 第５回キッズバレーボール教室（1月 29日） 

場  所 丸亀市民体育館１階 サブコート 

講  師 中学校教諭 多数 

参加人数 １８名 
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平成 29 年度専門委員会事業計画 

 

【審判委員会】 

 

１ 平成２９年度香川県審判講習会 

（１）６・９人制審判講習会 ４月９日（日）高松大学 

（２）大学生審判講習会   ４月９日（日）高松大学 

（３）高校生審判講習会   ７月 

（４）クラブ連審判講習会 １０月 

 

２ 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）       １名 

（４）四国ブロック６人制講習会 （徳島）          ５名 

（５）四国ブロック９人制講習会 （徳島）          ５名 

（６）全国ラインジャッジクリニック（大阪）         １名 

（７）Ａ級審判員資格取得審査講習会（大阪）        福岡・徳永 

 

３ 四国ブロック大会審判員派遣 

（１）四国大学春季リーグ（愛媛） 

（２）四国高校選手権大会（高知）             ２名 

（３）四国インカレ（徳島） 

（４）四国クラブカップ（徳島）                            ２名 

（５）四国中学総合体育大会（高知） 

（６）国体四国ブロック予選（徳島）            ４名 

（７）天皇杯・皇后杯四国ラウンド（香川） 

（８）四国大学秋季リーグ（徳島） 

（９）四国高校新人大会（徳島）              ２名 

（10）四国中学校選抜優勝大会（香川） 

 

４ 全国大会審判員派遣 

（１）全日本小学生大会（東京）              長尾（本部指名） 

（２）西日本インカレ（  ）               赤松（Vスクール） 

（３）国民体育大会（愛媛）                多田・赤松・西山・福岡 

（４）全国高校選手権大会（東京）             西山 
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【強化・指導普及委員会】 
 
<強化>  
今年の第 72回国民体育大会（愛媛国体）バレーボール競技四国ブロック予選は 8月に徳島県で

開催されます。強化委員会としては、ここ数年達成できていない全種別での本大会出場権獲得を目

指して、各種別の強化を図って行きたいと思っています。皆様、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。       
 
 
<指導普及> 
（１）基本方針 

現在，香川県のバレーボール競技人口が減少しつづけ深刻な問題となっている。そこで，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，クラブチーム育成をより一層支援していくことで，

競技人口の獲得に努めていかなければならない。  

 

○  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，ヤングクラブの普及発展を支援しなが

ら，JOCや国体チームなどの競技力強化につながる指導体制を構築していく。  

○ 幼児や児童を対象として，スポーツの楽しさを学びボールスポーツを将来的に実践する上で，その基

盤となる動きづくりや体力づくりを行う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。  

 

（２）事業計画 

１ 第６回キッズバレーボール教室（6月：高校総体 1日目）    

２ 第７回キッズバレーボール教室（7月：中学校総体 3日目） 

３ ヤング・JOCや国体チームなどの競技力強化支援（8月末～） 

４ 全国ヤングクラブバレーボール男女優勝大会（9月 23日・24日） 

 ５ JOC・国体キッズ見学会（9月） 

６ （公財）日体協公認スポーツ指導者（指導員）義務研修（11月） 

７ 第８回キッズバレーボール教室（１１月：小学校大会終了後）  

 ８ JOC全国都道府県対抗中学生バレーボール大会（12月 25日～28日） 

 ９ 第９回キッズバレーボール教室（１月：中学校新人大会終了後） 

１０ （公財）日体協公認スポーツ指導者（指導員）義務研修（2月） 

１１ 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）   

１２ 第１０回キッズバレーボール教室（未定：ママさんバレーボール大会終了後） 

 

指導普及担当組織 

      

 

 

 

 

 

指導普及委員会 強化委員会 

キッズバレー担当 指導普及担当 

強化・指導普及委員会 
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                              平成29年度香川県バレーボール協会一般会計予算(案)
　　　　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

収入の部 (単位:円)
費　目 28年度予算 29年度予算 増　減
繰越金 125,398 124,840 -558 　前年度一般会計より

　クラブ　（12,000×16） 192,000
　実団　　（12,000×2） 24,000

登録料 1,852,000 1,878,000 26,000 　大学　　（12,000×8） 96,000
　高専　　（12,000×4） 48,000
　高校　　（12,000×54） 648,000
　中学　　（10,000×87） 870,000
　小学　　（1,000×105） 105,000

加盟料 263,000 258,000 -5,000 　ママ　　（1,000×53） 53,000
　ソフト　　（1,000×100） 100,000
　天皇杯･皇后杯県予選 85,000
　⑥⑨CC/マスターズ予選 60,000
　国体県予選 20,000
　社会人西ブロック大会 20,000
　全日本⑨総合予選 10,000

参加料 1,870,000 1,955,000 85,000 　高校強化大会 84,000
　高校後藤杯 150,000
　県リーグ 136,000
　実業団・クラブ連盟会長杯 10,000
　全日本高校選手権予選 265,000
　中学生選手権大会 265,000
　中学生強化大会 380,000
　U-14/中学生優勝大会 410,000
　体育館調整会費 60,000
　天皇杯・皇后杯四国ブロックラウンド 500,000
　天皇杯･皇后杯県予選補助 85,000
　県体育協会 200,000

助成金 1,120,000 1,585,000 465,000 　RSKビーチ 500,000
　さぬき市ビーチ 300,000

配賦金 650,000 650,000 0 　JVA登録料配賦金 650,000
雑収入 180,000 180,000 0 　プログラム収入・利息等 180,000
合　計 6,060,398 6,630,840 570,442

備　　　考
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支出の部 (単位:円)
費　目 28年度予算 　29年度予算 増　減

　通信費(はがき・切手等） 30,000
　印刷(賞状・封筒他） 20,000

事務局費 131,500 133,000 1,500 　事務局諸経費 15,000
　ＨＰサーバ管理費 36,000
　役員交通費 30,000
　手数料(引落・振込他) 2,000
　県体育協会 85,000

負担金 153,000 159,000 6,000 　四国連盟 20,000
　全国高体連（含：県高体連） 54,000
県内大会事業費
　天皇杯･皇后杯予選 120,000
　  天皇杯･皇后杯四国ブロックラウンド 500,000
　⑥⑨CC/マスターズ予選 60,000
　社会人西ブロック大会 20,000
　国体県予選 20,000
　⑨総合予選 20,000
　高校強化大会 84,000
　高校後藤杯 300,000
　県リーグ 136,000
　実業団・クラブ連盟会長杯 10,000
　全日本高校選手権予選 350,000
　中学生選手権大会 265,000
　中学生強化大会 380,000
　Ｕ-14・中学生優勝大会 410,000

事業費 4,748,000 5,373,000 625,000 　RSK津田ビーチ 800,000
大会助成費
　四国ブロック国体 40,000
　四国中学校選抜優勝大会 10,000
　四国ことぶき大会 10,000
　四国ＳＶフェスティバル 10,000
強化事業費
　高校・社会人 300,000
　中学校 800,000
　一貫事業 80,000
普及･活動事業費
　小学校 100,000
　ママさん 53,000
　ソフト 100,000
顕彰事業費 15,000
配賦金還付 360,000
事業整備費 20,000
JVA評議員・副理事長活動費 40,000
JVA競技委員長会 45,000
JVA指導普及委員長会 23,000
全国⑥審判伝達講習会 90,000
全国⑨審判伝達講習会 31,000
全国ビーチ審判伝達講習会 45,000

派遣費 726,000 589,000 -137,000 Ａ級審判審査講習会 80,000
ラインジャッジクリニック 15,000
四国ブロック審判講習会 50,000
四国高校選手権審判 15,000
四国理事長会 12,500
四国審判委員長会 12,500
四国連盟総会役員 50,000
国体応援活動 80,000
評議員会 35,000
定例理事会 110,000

会議費 287,000 330,000 43,000 常任理事会 15,000
5専門委員会 100,000
体育館調整会 70,000

予備費 14,898 46,840 31,942 慶弔費・次年度当初活動費 46,840
合　計 6,060,398 6,630,840 570,442

備　　　考
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