
⑳平成27年３月22日（日）

⑳山形県スポーツ会館

資 料会事理

平成２７年度

山形県バレーボール協会

ボール協
〈
室山形県バレ ー



2015.3.22理事会の出欠出席２８名

会長菅原和敏州

専務理事大宮彰出

常務理事川合勝芳出

〃 鳶 f 藤 篤 欠

〃 石ｵ|皇正宏出

理事鈴木和弘（山形地区副会長）欠

〃 山岸文章（酒田1也区会長）出

〃 鷲田孝行（礎島岡地区会長）出

〃 楠漂討f一（新庄地区会長）出

ノノ 安部昭一（米沢ju区会長）出

〃 丸川信浩（長ｷ地区会長）出

監事志田翼出

〃 虞L山享（税理士）欠

事務局長斎藤和敏（運営委員）出

幹事遠藤一人（運営委員）出

運 営 委 員 村 岡 悟

〃 斎藤亨

〃 渡部｛申

〃 山科通

〃 峰田徳昭

〃 長谷部Ｉ吾

〃 板垣光Z欠

〃 野i等誉正美

〃 後藤泰明

〃三浦和弘

〃 結城一秀

〃 高橋圭史

〃 田中幸男

〃秋場礼子

〃 山口矛ﾛ裕

〃 樫田徹

〃 多lI1和雄

欠一，代理

(山形地区競技委員長）出

(酒田地区理事長）出

(鶴岡地区理事長）出

(新庄地区理事長）出

(米沢地区理事長）出

(長井地区理事長）欠－，代

(競技委員長）出

(審判副委員長）出

(指導普及委員長）出

(強化委員長）出

(高体連委員長）出

(中体連委員長）出

(小（連理事長）出

(ママ連理事長）欠一･代理

(ソフト連理事長）出

(ピーチ連理事長）出

(クラブ連会長）出

(横山

(なし）

満）



、
●
０
●
●

。
。
■
△
《
叩
〃
】
《
ご
一
）
△
知
↓
一
戸
畳
』

開会

挨拶

議長選出

議事録署名人並びに書記の選出

報 告事項

（１）県バレーボール協会関係

Ａ・総務委員会関係･……………･……………・２

Ｂ・競技委員会関係･……･…･…………………８

Ｃ・審判委員会関係･……･…･…………………８

，．強化委員会関係………･…･………………・ｌｌ

Ｅ、指導普及委員会関係･……･…………………･…１３

Ｆ ・高 体連 関係 ．｡………･…………………１４

Ｇ ． 中 体 連 関 係 …･………･……･…………２０

Ｈ，小学生バレーボール連盟関係……･･…･…………………２４

１．ママさんバレーボール連盟関係………･………………｡｡…２５

Ｊ・ソフトバレーボール連盟関係………．．……･……………２６

Ｋ．ピーチバレー連盟関係……………………………２７

Ｌ，クラブ連盟関係…･･･………………………２９

（２）東北バレーボール協会関係……･……………………･……………・３１

（３）（公財）日本バレーボール協会関係･…………………･…･………３３

（４）（公財）山形県体育協会関係……･……………･……･……………３５

審 犠事項

（１）平成26年度収支仮決算について（別冊）

（２）平成27年度事業計画について

Ａ・運営基本方針…………．．……･…………３６

Ｂ、総務委員会関係…･…………･……･………３６

Ｃ・競技委員会関係……‘…………･…･………３８

，．審判委員会関係･…･…………･……………４１

Ｅ‘強化委員会関係……………．.……………・４２

Ｆ・指導普及委員会関係……………．．…･…………４３

Ｇ．高体連関係･ ……･………………･……４４

Ｈ・中体連関係… ……．．…………･………５０

１．小学生バレーボール連盟関係……………･………･…･…５２

Ｊ・ママさんバレーボール連盟関係……………………………５３

Ｋ．ソフトバレーボール連盟関係･･………･…………………５４

Ｌ・ビーチバレー連盟関係･……．．……………．．……・５６

Ｍ．クラブ連盟関係…･･･…………･….．………５６

（３）平成27年度収支予算案について（別冊）

平成２６年度登録一覧表……．．…･…………･……………．｡……５８

（４）役員選任について

（ ５）その他

閉 会

平成２７年度山形県バレーボール協会理事会次第

６．

７．



報告事項

（１）山形県バレーボール協会関係

A・総務委員会関係

（１）（公財）日本バレーボール協会会長羽牟裕一郎氏が、山形新聞との単独会見を行った記事

が、４月２日（水）の同紙スポーツ欄に掲載された。

（２）201314Ｖプレミアリーグ．Ｖチャレンジマッチの第１戦が、４月５日さいたま市記念総合

体育館で開催され、「パイオニアレットウィングス」はチャレンジリーグ１位の「デンソー

エアリーピーズ」と対戦し、第１戦を3-0のストレートで敗れた。

（３）201314Ｖプレミアリーグ．Ｖチャレンジマッチの第２戦が、４月６日さいたま市記念総合

体育館で開催され、「パイオニアレットウイングス」は前日に続いて、デンソーエアリー

ピーズ」と対戦し、3-0のストレートで敗れ降格が決まった。

（４）平成26年度日本実業団バレーボール連盟会員総会が、４月19日東京のＪＴ本社ビルで開催

され、山形県から斎藤篤副理事長が出席した。

（５）黒鷲旗2014第63回全日本男女選抜バレーボール大会が、５月１日～６日に大阪市中央体育

館で開催され、本県のパイオニアレッドウィングスは、一次リーグＢ組でプレミアリーグ準

優勝の岡山を破り、３勝しベスト８入りを決めた。（各リーグ２位まで進出）。準々決勝で

デンソーに13で破れ、４強入りはならなかった。

（６）５月19日（月）東北パイオニア㈱が、９月末をもってバレーボール部を廃部する方針を、

山形県、（公財）山形県体育協会、山形県バレーボール協会に伝える。これを受け、５月２２

日（木）今後の対応策について、中村名誉会長、志田前会長にも同席をお願いし執行部で協

議した。

（７）第45回全国ママさんバレーボール大会県予選会が５月25日鶴岡市櫛引スポーツセンターで

開催され、全国大会の出場をかけて県内各地区の代表８チームにより熱戦が展開された。試

合の結果、フラワーズ（米沢）が優勝に輝いた。

（８）平成26年度全日本６．９人制バレーボールクラプカップ男女選手権大会県予選会が、５月

３１日６月１日米沢市営体育館（１日目米沢三中体育館）で開催され、男子10、女子３チーム

が出場して全国大会を目指して熱戦が展開された。男子は「山形選抜」、女子は「鶴岡高専

女子」が優勝し全国大会の出場権を獲得した。

（９）第65回県高校総合体育大会バレーボール競技が、６月６日～８日まで酒田市国体記念体育

館、酒田光陵高校体育館、遊佐町民体育館で開催され、県内各地から男子30、女子42チーム

が、インターハイ（男子８月２日～６日東京都渋谷区、墨田区）、女子（８月７日～11日東

京都渋谷区、墨田区）の出場を目指して熱戦が繰り広げられた。男子は日大山形高が３年ぶ

り15回目、女子は米沢中央高が２年ぶり６回目の優勝を果たし、全国大会の出場権を獲得した。

（10）東北バレーボール高校選手権大会（ＮＨＫ杯）が、６月20日から22日まで岩手県花巻市で

開催され、本県の代表は男子が日大山形・山形城北・山形中央、女子は米沢中央・山形市商

の５チームが出場した。ともに塑々決勝で敗れ、準決勝への進出はならなかった。

（11）フアミマカップ山形県大会が７月５日、６日の両日山形市総合スポーツセンターと上山市体

育文化センターで開催され、男子の「高松」は３年ぶり３回目、女子「若浜」は２年連続２

回目の優勝を果たした。

（12）第40回山形県ママさんバレーボール親善大会が７月６日、川西町民総合体育館にて行われた。

－２－



(13）第13回ピーチバレージュニア全日本男子選手権大会県予選会が、７月12日鶴岡市湯野浜

海岸特段コートで開催され、県内から22チームが出場して県内男子チームのトップを目指し

て熱い戦いが繰り広げられた。

(14）2014マドンナカツプ全日本ジュニア女子選手権大会県予選会が、７月12日鶴岡市湯野浜

海岸特設コートで開催され、県内高校の女子４チームが出場して全国大会をめざして久しぶ

りの晴天のもと熱砂のコート上に熱戦が展開された。

(15）第28回ピーチバレージャパン県予選会が、７月13日鶴岡市湯野浜海岸特設コートで開催さ

れ、県内から８チームが出場し全国大会の出場権をかけ熱戦が展開された。

(16）第54回県中学校総体バレーボール競技が、７月１８日～20日まで、新庄市体育館、真室川町

民体育館で開催され、県内11地区から男女各16チームが出場し、東北・全国大会を目指して

熱戦が展開された。男子は陵西中が３年ぶり12回目の優勝を果たし、女子は長井南中が初の

優勝を果たした。８月７日～９日まで宮城県利府町で開催される東北大会へは、準優勝の男

子山形八中、女子山形八中、代表決定戦を制した男子西川中、女子は鶴岡四中が出場権を獲

得した。

(17）第２１回県ママさんバレーボールベにばな大会が、７月21日長井市置賜生涯学習プラザ体育

館で開催され、県内から１６チームが参加して、各ブロックで熱戦が展開されました。クラブ

の部は、Ａブロックの「ヴァイオレッツ藤島」Ｂブロックは「おもだか」、６０歳以上のこと

ぶきの部で、「ときわ（最上）」、５０歳以上のいそじの部は「ママベアーズ（鶴岡）」がと

もに優勝を果たし、９月２７．２８日青森市で開催の東北大会に出場することになった。

(18）第29回ソフトバレーボールフェスティバルが、７月21日県内から51チームが参加して、米

沢市営体育館で開催された。

(１９）第11回東北クラプカップバレーボール選手権大会（みちのくカップ）県予選会が、男子８、

女子３チームが出場して７月２６．２７の両日開催の東北大会予選を兼ねて新庄市体育館で開催

され、男子は「酒田倶楽部若獅子会」が初優勝、女子は「酒田クラブ」が２年連続の優勝を

成し遂げた。９人制は女子は、山形クラブ１チームのみ出場で東北大会へ出場。

(20）第34回全日本クラプカップ女子選手権大会が、７月31日～８月３日まで群馬県太田市運

動公園市民体育館などで開催され、本県代表の「鶴岡高専女子」は予選グループ戦で惜しく

も敗れ決勝トーナメント戦への進出はならなかった。

(21）男第45回全国ママさんバレーボール大会が、７月25～28日まで金沢市いしかわ総合スポー

ツセンターで開催され、本県代表の「フラワーズ（米沢）」は２回戦で敗れ上位進出はなら

なかった。

(22）第２回ピーチバレーボールレクリエーション４人制大会が８月２日（土）、第５回全国中

学生ピーチバレーボール大会山形県予選会が８月３日（日）鶴岡市湯野浜海岸特設コートで

開催された。

(23）平成26年度全国高校総体バレーボール競技が、８月２日から東京体育館・墨田区総合体育

館で開催され、本県代表の男子日大山形は、予選グループ戦で敗れたが、敗者復活戦を制し、

決勝トーナメント戦へ進出し２回戦で東海四高に敗れ上位進出はならなかった。

(24）第27回ビーチバレーボール県選手権大会が、８月７日鶴岡市湯野浜海岸特設コートで開催

され、男子６チームが熱戦を展開し「太田・菅原組」がベテランの力を発揮して優勝した。

(25）平成26年度全国高校総体女子バレーボール競技が、８月７日から東京体育館で開催され、

本県代表の女子米沢中央は、予選グループ戦で敗れたが、敗者復活戦を制し、決勝トーナメ

ント戦へ進出し３回戦で惜しくも熊本信愛女学院に敗れベスト16の成績でした。
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(26）第44回東北中学校バレーボール大会が８月８日から宮城県総合体育館で開催され、男子陵

西中が全国大会（高知）への出場権を獲得した。

(27）第25回全国ソフトバレーフアミリーフエステイバル大会が、８月８日～８月10日まで千葉

県船橋総合体育館で開催され、本県代表の「翻友会・酒田地区」が出場し、４位リーグで、１

勝１敗で２位の成績となった。

(28）第13回全日本ピーチバレージュニア選手権大会が８月９日～大阪府ぴちぴちビーチで開催さ

れ、台風のため、競技方法や日程が変更になった。

(29）ファミリーカップ第34回全日本バレーボール小学生大会か、川崎市とどろきアリーナ・所沢

市民体育館（男子、所沢市民体育館（女子）、浦安市運動公園総合体育館（混合）で開催され、

本県代表の男子「高松アタッカーズＪＶＣ」、女子「若浜ＶＢＣＳＳ」、混合「十坂バレーボー

ルスポーツ少年団」はそれぞれ健闘するも決勝トーナメント戦への進出はならなかった。

(30）第５回湘南藤沢カップ全国中学生ピーチバレー大会が、８月16.17の両日湘南・藤沢鵠沼

海岸で開催され、本県代表の男子「藤中オバゴーン（鶴岡）」は３位グループで敗れた。

(31）第44回全日本中学校バレーボール選手権大会が、８月22日～25日まで、高知県南国市立ス

ポーツセンター体育館、春日町高知県立春日野総合公園体育館で開催され、本県代表の陵西

中は男女を通し唯一の出場で期待がかかりましたが、予選グループ戦で惜敗し、敗者復活戦

でもフルセットで敗れて決勝トーナメント戦への進出はならなかった。

(32）８月29日（水）平成26年度山形県精神陣がい者スポーツ推進協議会理事会が山形市小白川

町の山形県糖神保健福祉センターで開催され、斎藤篤副理事長が出席した。

(33）第69回国体「長崎がんばらんぱ国体」予選会・第４１回東北総体バレーボール競技が、８月

２９日～31日まで福島市く少年男女〉あづま総合体育館、（成年男女）福島市国体記念体育館）

で「長崎国体」の出場権獲得を目指して熱戦が展開され、本県代表の「成年男子」「少年男

子」「少年女子」が国体の出場権を渡得した。

(34）東北ブロック審判委員長会議が８月30日に福島市穴原温泉「吉川屋」で開催され、斎藤審

判委員長が出席した。

(35）第26回全国家庭婦人いそじ大会山形県予選会が、８月31日大江町体育センターで開催され、

県内各地から１０チームが参加して、１１月に茨城県で開催される全国大会を目指して熱戦が展

開された。鶴岡地区の「おおやま」チームが優勝し全国大会の出場横を穫得した。

(36）第９回県Ul4クラブチヤンピオンシツプ男子・女子バレーボール大会が、９月１３日(土)上

山市生涯学習センター体育館で開催され、男子は「山形クラブ」が初優勝、女子は「酒田

選抜」が２年連続３回目の優勝を果たした。

(37）平成26年度天皇杯・皇后杯東北ブロックラウンドが、９月１３．１４の両日秋田市立体育館で

開催され、本県代表の女子「上山明新館高」は１回戦で、男子「山形選抜」は準決勝で敗れた。

(38）第29回東北小学生バレーボール選手権大会が、９月１３(土)～14(日)まで岩手県奥州市で開

催された。

(39）第40回ＹＴＳ杯県ママさんバレーボール優勝大会が、９月21日酒田市の国体記念体育館で

開催され、県内各地から12チームが出場し、決勝戦のテレビ放映を目指して熱戦が展開された。

(40）９月20日常任委員会・臨時理事会を開催し、一般社団法人への移行について協議。

(41）平成26年度ＪＳＥＰＡ杯ソフトバレー東北ブロックフェスティバルが、９月２１．２２の両日

仙台市で開催された。

(42）第40回ＹＴＳ杯県ママさんバレーボール優勝会が、９月21日酒田市国体記念体育館で開催さ

れ、各地区の代表12チーム出場し熱戦を繰り広げた。決勝戦は山形地区、酒田地区の対戦と
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なり、クイーン（山形）が優勝した。

(43）第42回東北ママさんバレーボール大会が、９月27日～28日まで青森市の青森県総合運動公

園マエダアリーナで開催された。

(44）ねんりんビック栃木2014ソフトバレーボール交流大会が、１０月４日～６日まで、栃木県さ

くら市民体育館で開催され、本県から鶴岡市の「バレータイン」が出場し予選リーグ２位と

なり、順位別リーグ戦へ挑戦することになった。

(45）県少年少女バレーボールスポーツ交流大会が、１０月５日に新庄市体育館、戸沢村中央公民

館で開催され、各ブロックの優勝チームは第１２回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会

県予選会の出場権を獲得した。

(46）第１９回家庭婦人バレーボールことぶき大会（60歳以上）が、１０月３～５日まで大分県別府

市総合体育館（くつぷアリーナ）、大分県立総合体育館で開催され、本県代表の「琢友（酒

田）」は４試合に挑戦し通算１勝３敗となった。

(47）第69回国体「長崎がんばらんぱ国体」のバレーボール競技が10月18日（土）に開始され、

県代表の成年男子、少年男子、少年女子の各チームは初戦で惜しくも敗れ上位進出はなら

なかった。

(48）県中学校新人体育大会バレーボール競技の南ブロックが南陽市民体育館で、北ブロックは

鶴岡市藤島体育館で、１０月18日にそれぞれ開催された。各ブロックのベスト４のチームが、

県決勝大会（11／16日県運動公園総合体育館）の出場権を得た。

(49）第11回東北クラブバレーボール選手権大会みちのくカップが、１０月17～19日にかけて福島

市の福島市国体記念体育館と福島市西部体育館において開催され、東北各県のクラブチーム

６人制・９人制の男女代表24チームが出場して熱戦が展開された。９人制女子の山形クラブ

は激戦を制し、２年連続５回目の優勝に輝いた。決勝トーナメントに進出した６人制男子の

酒田倶楽部若獅子会と東会、６人制女子の酒田クラブは、いずれも準決勝で敗れ３位となっ

た。また、みちのくカップと同時に東北・関東・東海・北信越地域のクラブチーム６人制男

女12チームが参加し、福島市国体記念体育館において東日本プロッククラブバレーボール選

手権大会が開催され、東北代表で出場した男子：福島、女子：尚綱学院大学クラブが優勝した。

(50）第37回県家庭婦人バレーボール若葉大会が、１０月２５．２６の両日鶴岡市の余目体育館で開催

され、県内各地からＡブロック（50歳以上）に１０チーム、Ｂブロック（55歳以上）に４チー

ム、Ｃブロック（60歳以上）に８チームが出場して熱戦が展開された。

(51）第２２回県スポーツ・レクリエーション祭ソフトバレーボール大会が、１０月26日県運動公園

メインアリーナで開催され、県内各地から女子16チーム、男女混合41チームが参加して熱戦

が繰り広げられた。

(52）第67回全日本バレーボール高校選手権大会県代表決定戦大会（春高バレー）が、１１月１．

２日の両日山形市総合スポーツセンターで開催され、男女とも本大会を目指して熱戦が展開

されたが、男子は山形城北高が２年連続２回目、女子は米沢中央高が２年ぶり６回目の優勝

を果たして本大会の出場権を手にした。

(53）第５回県小学生バレーボールクラブ大会（さぐらんぽテレビジョン、産経新聞社と共催）

が、１次大会（10／12）・２次大会（10／19）につづいて11月２日山形市総合スポーツセン

ターで、さぐらんぽＴＶ放映収録のもと男女決勝戦が行われた。男子陵西中ク（寒河江）が

３回目の優勝、女子は山形五中ク（山形））が初の優勝を果した。

(54）第１回王将カップ東北バレーボール中学生女子強化練習会が、１１月１日～２日まで東北パ

イオニア体育館で、東北６県の中学女子選抜チームが集い開催された。
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(55）第４１回県社会人選抜優勝大会が、１１月８．９日の両日新庄市の新庄市体育館で開催され、

男子は「フラワードリームズ」が７年ぶり３回目の優勝、女子は「酒田クラブ」が２年連続

６回目の優勝を果たした。

(56）2014年10月20日に開催された「ＪＶＡ2014年度第３回理事会（定例）」で、功労者表彰者

として、本県副会長丸川信浩長井地区会長が決定された。

(57）第６回東北地区U14クラプチヤンピオンシツプ男子バレーボール大会が、１１月８．９の両

日宮城県大崎市で開催され、本県代表の「山形クラブ」「田川選抜」「山形セントラル」は

上位への進出はならなかった。

(58）第２１回県中学校新人体育大会バレーボール競技の決勝大会が、１１月15日県運動公園総合体

育館で開催され、南・北ブロックの男女ベスト４の各８チームが優勝を目指して熱戦を展開

した。男子は山形六中が２年ぶり８回目、女子は山形三中が初の優勝に輝いた。

(59）東北U14クラプチヤンピオンシップ女子バレーボール大会が、１１月９日盛岡大学体育館で

開催され、本県から「鶴岡田川選抜」「酒田選抜」チームが出場した。

(60）第26回全国家庭婦人いそじ大会(50歳以上)が、茨城県ひたちなか市の総合運動公園総合体

育館で開催され、本県代表は鶴岡地区「おおやま」チームが出場した。

(61）「第６回ＪＶＡエリートアカデミー大阪合宿」に、余目一小あさあけスポーツ少年団の佐

藤吉野選手が選ばれた。

(62）バレーボールＶプレミアリーグ女子2014/１５レギュラーラウンドが、１１月２９．３０日の両日

米沢市の米沢市営体育館で開催された。全日本チームの活躍選手が自チームで活躍すること

などもあり、両日とも1800余名の観客となった。

(63）第２２回エンド－杯ソフトバレーボールフェスティバルが、１２月７日山形市総合スポーツセ

ンター体育館で開催され、県内から103チーム（アアミリー５，男子８，女子31、男女混合59）

が参加して熱戦が展開された。

(64）平成26年12月13日（土）に山形県スポーツ会館３Ｆ会議室で、山形県バレーボール協会理

事会が開催され、９月20日（土）に開催された臨時常任理事会・理事会で総務委員会に付託

された「任意団体から一般社団法人への移行について」、大宮理事長より「定款」「会費に

関する規定」「理事選出に関する規定」「理事会運営規定」「運営委員選出に関する規定」

など報告・提案され、質疑応答の後、承認された。会議終了後、奥山享税理士から、山形県

バレーボール協会が「任意団体から一般社団法人に移行すること」の意義が説明された。法

人への移行は、登記完了後。

(65）第４回全国ママさんバレーボール冬季大会が、１２月12日～14日まで群馬県総合スポーツセ

ンターＡＬＳＯＫぐんまアリーナ・ぐんま武道館で全国から48チームが出場して盛大に開催

され、本県の「クイーン（山形）」は、第２日目の成績上位チームによるトーナメント戦に

進み、Ａブロックで第３位に入賞した。

(66）第１２回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会県予選会が、１２月21日大江町町立体育館

で開催され、男子は高松（山形）、女子は宮野浦（酒田）が優勝し３月27日～31日まで福島

市で開催される全国大会の出場権を獲得した。

(67）「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第28回全国都道府県対抗中学バレーボール大会が１２

月25日から28日まで大阪市中央体育館、大阪市中央体育館で開催され、本県の男女チームは

予選リーグでともに２敗し、決勝トーナメント戦への進出はならなかった。

(68）第67回全日本高校選手権大会（春高バレー）が、１月５日から東京体育館で開催され、本

県代表の男子「山形城北高」は1回戦で「習志野（千葉）」と対戦し敗れた。
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(69）第67回全日本高校選手権大会（春高バレー）第３日目が、１月７日東京体育館で開催され、

本県の女子「米沢中央高」は３回戦で「柏井（千葉）」と対戦。ベスト８進出を目指して熱

戦を展開したが、敗れ準々決勝への進出はならなかった。

(70）第54回県高校新人体育大会バレーボール競技兼藤井杯争奪大会が、１月２４．２５日の両日山

形市の県体育館、県立山形中央高校体育館、山形市総合スポーツセンター体育館で開催され、

男女ともに各地区の予選を勝ち抜いた28チームによって熱戦が展開された。男子は山形中央

が羽黒を破り２年ぶり13回目、女子は米沢中央が山形市商を破り２年連続８回目の優勝を果

たした。男女の優勝、準優勝チームは、２月６日～８日に秋田で開催される東北高校新人大

会の出場権を獲得した。

(71）バレーボールＶプレミアリーグ女子2014/15レギュラーラウンドが、２月７．８日の両日

天童市の県総合運動公園総合体育館で開催され、全日本チームの活踊選手が所属のチームで

活躍するなどもあり、両日とも多くのフアンが会場に足を運び2300余名の観客となり、２日

目はフルセット、デュースになるなど盛り上がりを見せた大会となった。

(72）平成26年度第４回東北高校バレーボール選手梅大会が、２月７．８日の両日秋田市の秋田

市立体育館で開催され、本県の男子山形中央、女子米沢中央は、優勝した雄物川、女子は古

川学園からともに惜敗し決勝進出はならなかった。

(73）平成26年度山形県スポーツ賞に米沢中央高校の高橋莱新奈選手が決定し、２月23日山形県

庁講堂での受賞が決まりました。

活躍の戦績…第10回アジアバレーボールユース選手権大会第１位（26年10月開催地タイ）

(74）第12回2015全日本ジュニアオールスタードリームマツチ・高校生長身選手発掘育成事業

（高校選抜候補第一次合宿）が２月２１．２２日大阪府の舞洲アリーナで開催されます。米沢中

央高校高橋莱新奈選手が候補選手に選考され、ＳＴＡＲチームで出場することになった。

(75）（平成26）年度全国指導普及委員長会議・研修会が、平成27年２月28日（土）～３月１日

（日）大阪府で開催され、長谷川指導普及副委員長が出席します。

(76）（平成26）年度全国競技委員長会議・研修会が、平成27年３月７日（土）～８日（日）東

京都で開催され、板垣競技委員長が出席します。

(77）平成26年度山形県バレーボール協会理事会が３月22日午前11時より、山形市スポーツ会

館会議室で行われ、１．報告事項（１）法人化について（２）県バレーボール協会関係

（３）東北バレーボール協会関係（４）（公財）日本バレーボール協会関係（５）山形県体

育協会関係６）平成26年度収支決算（見込）について２．審議事項（１）平成27年度事業

計画について（２）平成27年度収支予算について、審織しました。詳細には、県協会広報等

でお知らせします。

(78）平成26年度全国審判委員長長会議・研修会・６人制講習会が、平成27年３月21日（土）～

２２日（日）東京都で開催され、斎藤審判委員長が出席します。

(79）平成26年度９人制講習会が、平成27年３月29日（日）大阪府で開催されます。
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B､競技委員会関係

（１）全国競技委員長研修会

平成26年３月８日（土）・９日（日）東京都台東区（板垣委員長出席）

（２）各種県大会抽選会

各専門部・各地区競技委員会により実施

（３）第69回国民体育大会山形県予選会・第８回天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会県

予選会

組合せ抽選会県競技委員会平成26年６月米沢市

（４）第69回国民体育大会東北予選会組合せ抽選会

平成26年７月21日（土）福島市

（５）全国大会等の開催

Ｖプレミア2014／１５米沢市（１１月）天童市(２月）

（６）各種県大会・県予選会

第８回天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会県予選会

第34回全日本バレーボール小学生大会県予選会

第54回山形県中学校総合体育大会

第65回山形県高等学校総合体育大会

第69回国民体育大会山形県予選会

平成26年度全日本クラプカツプ６．９人制男女山形県予選会

第１１回東北クラブバレーボール選手権（みちのくカップ）県予選会

第45回全国ママさんバレーボール大会県予選会

第２２回ＥＮＤ０杯ソフトバレーボールフェスティバル

第27回山形県ピーチバレー選手権大会

その他の各種大会は各専門部・各連盟・各地区協会の協力を得て無事終了した。

（７）平成26年度各種大会「大会結果」の編集．発刊

C､審判委員会関係

１．全国大会への派遣

（１）全国私立高等学校男女優勝大会４／１～３東京町田笹利香

（２）関東大学春季リーグ戦

ア男子１部５/１７．１８東京斎藤篤（講師）

イ女子１部４/２６．２７相模原桑原健輔

５/１７．１８東京桑原健輔

ウ男子２部４/１２．１３ 東京石井正宏伊藤薫桑原健輔

（３）黒鷲旗全日本男女選抜大会５／１～３大阪桑原健輔

（４）東日本インカレ６/２１．２２東京桑原健輔

（５）関東私立高等学校男女選手権大会７/２４．２５東京町田石井正宏

笹利香石川健司

（６）全国高校総体女子８／７～lｌ東京桑原健輔

（７）全日本小学生大会８/13～１６東京斎藤隆介

（８）関東大学秋季リーグ戦
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２．

ア男子１部９/２７．２８横浜桑原健輔

イ女子１部９/２０．２１東京伊藤薫桑原健輔

ウ男子２部９／６．７東京石井正宏伊藤薫

（９）東日本ブロッククラブ選手権大会１０/17～１９福島渡部修斎藤隆介

(10）全日本社会人９人制東ブロック男女優勝大会１１/７～10大館瀬尾平土屋美紀

佐藤大輔

(11）スーパーカレッジ女子12/２～７東京斎藤篤（講師）桑原健輔（決勝大会）

伊藤薫渡部修斎藤隆介高橋暢広

(12）「樫田記念」全日本９人制実業団選抜男女優勝大会

１２/６．７札幌瀬尾平土屋美紀

(13）天皇杯・皇后杯全日本選手権ファイナルラウンド１２/１０．１ｌ東京桑原健輔

(１４）Ｖ・チャレンジリーグ

男子①１１/８．９つくば伊藤薫

②１１/２９．３o埼玉坂戸桑原健輔

③１／１７．１８東京日野斎藤篤（ＪＵＲＹ）

④１/３１．２／１川崎伊藤薫

女子①１１/２２．２３千葉柏伊藤薫

②１１/２９．３０宮城富谷町伊藤薫

③12/２０．２１仙台桑原健輔

④２/１４．１５東京江戸川斎藤篤（ＪＵＲＹ）伊藤薫

(15）Ｖ・プレミアリーグ

女子①１１/２９．３０米沢県内審判員②２／７．８天童県内審判員

(16）全日本高等学校選手権大会（春高バレー）１／５～７１/１０．１１東京伊藤薫

(17）全日本９人制総合男子選手権大会１/16～１９京都佐藤大輔

東北大会への派遣

（１）東北大学春季リーグ戦

ア 男女１部①５/１８仙台石井正宏

②５/２４．２５仙台伊藤薫

イ男子１部①４/２６．２７宮城柴田町石井正宏渡部修

②５/１０．１１仙台渡部修

ウ女子１部①５/１７．１８仙台渡部修

②５/２４．２５仙台渡部修

エ男子南２部３部５/１７．ｌ８仙台小松潔

オ男女南２部女子南３部５／３．４山形県内審判員

力女子南２部男子南３部５/１０．１１山形県内審判員

（２）東日本高校選抜女子大会（一関修紅旗大会）５／３．４－関土屋美紀安孫子和樹

（３）東北高校選手権ＮＨＫ杯６/20～２２花巻伊藤薫高橋暢広

（４）東北中学校選手権８／７～９宮城利府町伊藤岳人尾形浩一芳賀司

（５）東北総合体育大会８/29～３１福島伊藤蕪桑原健輔

（６）東北私立高等学校男女選手権大会９／６．７郡山渡部修佐藤大輔

（７）天皇杯・皇后杯全日本選手権大会東北ラウンド９/13.14秋田佐藤陽一渡部修

（８）東北小学生選手権９/13.14奥州安孫子栄治斎藤隆介長岡義弘
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（９）東北大学秋季リーグ戦

ア男女１部１０/１１．１２仙台渡部修伊藤薫斎藤隆介

イ女子１部①９/２１．２２名取渡部修佐藤陽一佐藤大輔

②１０/４．４宮城柴田町渡部修

ウ男子南２部４部・女子３部１０/１１．１２山形県内審判員

（１０）リコーインダストリー９人制強化試合（ZAOカップ）

１０/１１宮城県村田町瀬尾平土屋美紀

（11）東北クラブ選手権大会（みちのくカップ）１０/17～ｌ９福島６人制高橋暢広

９人制土屋美紀

（12）東北高等学校新人選手権大会３/１３～１４秋田伊藤薫高橋暢広

3．講習会への派遣

（１）全国６人制審判講習会３/２３東京石井正宏佐藤陽一伊藤薫渡部修

土 屋美紀桑原健輔斎藤隆介是谷実

（２）全国９人制審判鱗習会４/３０大阪瀬尾平土屋美紀

（３）関東ブロック技術統計公認判定員認定講習会

４/１２．１３ひたちなか佐藤大輔武内ゆきな

（４）東北ブロックＡ級審判員研修会

４/１９．２０郡山伊藤蕪桑原健輔高橋暢広渡部修

（５）東北ブロックＡ級審判員研修会

（９人制）４/２６．２７宮城県村田町瀬尾平土屋美紀

（６）全国ラインジヤッジクリニック４/30～５／２大阪高橋暢広

（７）Ａ級候補審判員識習会（ＡＣキャンプ）８/１０～ｌ３東大阪斎藤隆介

（８）Ｂ級審判員講習会（Ｂ級キャンプ）８/13～１５東大阪高橋暢広

（９）Ｖリーグ特別審判員研修会８/１４．１５東大阪伊藤薫

（10）ＶリーグＪＵＲＹ会議１０/４．５大阪枚方斎藤篤

（１１）Ｖリーグレフェリークリニック１０/４大阪枚方斎藤篤伊藤薫桑原健輔

（１２）東北クラブ選手権大会（みちのくカップ）１０/17～１９福島６人制高橋暢広

９人制土屋美紀

（13）ＶリーグJVISスーパーバイザークリニック１０/２６東京吉田剛

（14）全国Ａ級審判員研修会（東地区）１２/２～４斎藤篤（講師）

伊藤薫渡部修桑原健輔斎藤隆介高橘暢広

４．県レフリースクールの開催

東北大学リーグ戦（春季・秋季）、王将カップ（旧パイオニア杯）の場を活用して県レフ

リースクールを開催し、審判技術の向上に努めた。

5．新規Ｂ級審判員資格取得審査会の開催

開催日：２月28日・３月１日場所：山形県総合運動公園総合体育館

受講者数２名

6．資格取得（ＪＶＡ）関係

（１）名誉審判員に潔定された者後藤市朗高橘正瀬尾平

（２）Ａ級審判員の資格を更新した者高橋智佐藤陽一渡部修土屋美紀桑原健輔

（３）Ａ級審判員に昇格する者斎藤隆介

（４）上級判定員の資格を更新した者吉田剛須貝政則

（５）判定員に認定された者佐藤大輔武内ゆきな
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D､強化委員会関係

１．強化会議等

（１）平成25年度競技スポーツ強化事務担当者会議

期日：平成26年３月26日（水）

出席者：大宮理事長、三浦強化委員長

内容：①県スポーツ保健課事項

ア平成26年度競技スポーツ強化事業について

イ強化費補助金について

ウ国体直前合宿について

エオフシーズン強化育成事業

②県体育協会事項

ア第69回国体山形県予選会について

イ第４１回東北総合体育大会について

ウ第69回国民体育大会関係について

（２）平成26年度競技スポーツ強化第１回コーチングスタッフ会議

期日：平成26年４月22日（水）

出席者：大宮理事長、西尾博樹（成女）

内容：①平成26年度競技スポーツ強化事業について

②パネルディスカッション「スポーツ医・科学の活用」

（３）県協会第１回強化委員会

期日：平成26年５月１３日（火）

出席者：県教育庁スポーツ保健裸競技スポーツ推進室長谷川利行指導主事

菅原会長・大宮理事長・三浦委員長・後藤副委員長・佐藤副委員長

工藤委員・西尾委員・結城委員・武田委員・石田委員・横穏委員

今井（代）委員・金山委員・武田委員

協議事項：①平成26年度強化費について

②平成26年度各種別強化計画及び当面の課題について

③その他

協議結果：①第69回国民体育大会について全種別出場を目指す。

②各種全国大会で上位入賞・ベスト８を目指す。

③平成26年度強化費の配分

県補助金県直前県オフ県協会交イ

成年男子６人制６０万円２０万円

成 年 女 子 ６ 人制２５万円２０万円３０万円

少年男子８０万円１６．５万円１０万円

少年女子８ ５ 万 円 1 6 . 5 万 円 ５ 万 円

中学男子２８．５万円６０万円

中学女子６０万円

基礎強化費８万円

共通強化費115万円

県協会交付金

２０万円

３０万円

１０万円

５万円

６０万円

６０万円

合計286.5万円３２．５万円２０万円300万円

※共通強化費から、本国体出場を果たした種別に下記の強化費を支出した。
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２．

◎成年男子20万円、少年男子13.5万円、少年女子13.5万円

（４）県競技スポーツ競技団体ヒアリング

期日：平成26年12月３日（水）

出席者：大宮理事長、三浦強化委員長

内容：①平成26年度の総括について

②平成27年度の目標と具体的強化櫛想について

③その他

（５）県協会第２回強化委員会

期日：平成27年１月27日（火）

出席者：県教育庁スポーツ保健課競技スポーツ推進室長谷川利行指導主事

菅原会長・大宮理事長・川合事務局長・三浦委員長・佐藤（裕）副委員長

黒沼（代）委員・佐藤（彰）（代）委員・結城委員・武田委員．石田委員

横深委員・高橋委員・金山委員

協議事項：①第４１回東北総体、第69回長崎国体の総括について

②第４２回東北総体、第70回和歌山国体の目標と具体的栂想について

③平成27年度の東北総体・国体強化チームの指定について

協議結果：次の事項を理事会に付議する。

平成27年度強化チームを次のとおり指定する。

成年男子６人制・・・山形選抜

成年女子６人制・・・プレステージインターナショナル（仮称）チームを核

としてトライアウト方式採用

少年男子・・・選抜チーム（監督：県高校総体優勝監督を原則とする）

少年女子・・・選抜チーム（監督：県高校総体優勝監督を原則とする）

（６）平成26年度競技スポーツ強化第２回コーチングスタッフ会議

期日：平成27年２月11日（水）

出席者：大宮理事長、三浦委員長

内容：①第69回長崎国体の総括について

②第70回和歌山国体に向けて

③山形県スポーツタレント発掘事業について

④スポーツ医・科学支援事業：第２回識習会

その他

（１）東北総合体育大会・国民体育大会

東北総体では、少年男子が優勝、成年男子・少年女子池優勝で本国体出場、成年女子

は代表決定戦で岩手に敗れて本国体出場は逃したものの３位と健闘、競技別総合優勝を

勝ち取った。本国体では、成年男子は鹿児島、少年男子は岡山、少年女子は神奈川にい

ずれも敗退し競技得点獲得はならなかった。

各種別の監督をはじめスタッフが一丸となり強化事業に取り組んだ。成年男子では、

「ふるさと選手」制度を積極的に活用し５年ぶりの本国体出場を果たした。パイオニア

が直前になって廃部となり、急逢強化委員会を開催して選出した成年女子山形クラブ

は、ふるさと選手の獲得に苦慮したものの積極的な働きかけがあり、ブロック，位通過

するなど力を発揮した。少年男女は予想以上の力を発揮し東北突破したものの、本国体

では思うように力を発揮できなかったことが悔やまれる。
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今年、創部されるプレステージインターナショナルとの連携を深め、成年女子の更な

る強化に向けて取り組んでいきたい。

（２）一貫指導の取り組みについて

ドリームキッズ事業との連携、指導普及委員会山形バレーボールクラブ、小中・中高、

大学・社会人等の連携を更に進めていく必要がある。一貫指導教本・教材の作成に向け

て準備を進めていかなければならない。

（３）大学等訪問、全国大会等の視察

ふるさと選手の積極的な活用を推進するため、企業や関東の大学（筑波大学・中央学

院大学等）を訪問し協力を要請した。また、各種別の全国大会での激励・戦力分析等を

積極的に実施した。

教員採用試験では、二次対策に向けて支援する手立てを講じた。

E､指導普及委員会関係

１．山形県バレーボール協会主催の研修会・講習会

（１）平成26年度（公財）日体協公認指導員養成講習会（専門科目）

期日：平成26年９月２７日（土）～２８日（日）

１１月８日（土）

１２月６日（土）～７日（日）

会場：東北パイオニア株式会社体育館、山形市南部体育館

講師：菅原和敏氏、後藤泰明氏、佐藤裕恒氏、横浄隆氏、石井正宏氏、

受講生：２７名検定合格者27名

（２）平成26年度山形県バレーボール指導者研修会

期日：平成26年12月１４日（日）

会場：山形市江南体育館

講師：菅原和敏氏、佐藤裕恒氏、村上勇氏

受講生：１５名

２．日本バレーボール協会主催研修会・講習会・会議

（１）全国指導普及委員長会議

期日：平成26年３月１日（土）～２日（日）

会場：東京ホテル機山館

出席者：長谷川指導普及副委員長

（２）2014年度公認指導者（公認講師・コーチ・上級コーチ）研修会

期日：平成26年８月３０日（土）～３１日（日）

会場：大阪府・ＨＯＴＥＬＰＬＡＺＡＯＳＡＫＡ

（３）2014年度公認指導者研修会

期日：平成27年３月１４日（土）

会場：東京都・明治学院大学白金キャンパス

（４）2014年度（公財）日本バレーボール協会公認講師認定講習会

期日：平成26年１２月１３日（土）～１４日（日）

会場：東京都・明治学院大学白金キャンパス

（５）平成26年度（公財）日体協公認コーチ（専門科目）認定識習会
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期日：平成26年８月９日（土）～１３日（水）

会場：東京都・明治学院大学白金キャンパス

（６）平成26年度（公財）日体協公認上級コーチ（専門科目）認定識習会

期日：平成26年８月９日（土）～１１日（月）

会場：東京都・明治学院大学白金キャンパス

3．その他

（１）山形県スポーツタレント発掘事業（YAMAGATAドリームキッズ）への協力

①ユースエリート競技者育成事業

②競技団体トライアウト

F､高体連関係

１．総括

本年度計画した事業をすべて実施することができ、県協会・県高体連をはじめ各関係機関

に御礼を申しあげたい。

平成29年に本県で実施される全国高校総体男子競技大会については、大枠ではあるが予算

の積み上げをおこない、競技会場等の選定もおこなってきた。次年度以降についてはより具

体的な作業に入る予定であるが、皆様方からのご指導ご協力をお願い申しあげたい。

２．会議関係

県高体連専門部

（１ ） 会 議

①第１回常任委員会４月18日（金）山形商業高校

・全国高体連専門部、東北高体連専門部、山形県高体連専門部関係報告事項

・大会日程および大会要項の検討

・役員異動（新任）部長和田信市（極賜：高畠）

副 部長佐藤敬一（村山：山形市商）

副部長山宮守（最北：新庄北）

副部長佐賀井仁（田川：鶴岡北）

副部長百瀬克浩（飽海：酒田光陵）

副委員長小俣幸二（村山：山形南）

強化繊類長武田宏典（村山：山形中央）

・本年度事業計画（案）、前年度決算、本年度予算（案）の審議

・その他

② 県高校総体競技委員会５月１６日（金）酒田光陵高校

．組み合わせ抽選

・大会運営全般

・その他

③第１回審判委員 会５月16日（金）酒田光陵高校

・県高校総体審判運営全般

・上級審判資格取得について

・その他

④第67回全日本選手権大会山形県代表決定戦（産経新聞山形支局、さぐらんぽ＃らんぽテレ
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ビ、県高体連専門部）３者合同運営打ち合わせ会議

９月５日（金）

⑤第67回全日本選手権大会山形県代表決定戦競技委員会

。 組 み 合 わ せ 抽選９月19日（金）

・大会運営全般

・その他

⑥第２回審判委員会１１月１日（土）

・各競技会の審判運営全般

・上級審判資格取得について

・その他

⑦第54回県新人大会競技委員会

．組合せ抽選１２月12日（金）

・大会運営全般

・その他

⑧第２回常任委員会２月18日（水）

・平成26年度事業報告

・全国高体連専門部委員総会報告

・東北高体連委員長会議報告

・平成26年度事業計画（案）について

・その他

（２） 大 会

①第65回県高校総合体育大会６月６日（金）～８日（日）

②第67回全日本高等学校選手権大会山形県代表決定戦

１１月１日（土）～２日（日）

③第54回県高校新人体育大会１月24日（土）～25日（日）

東北高体連専門部

（１）会議

①第１回東北専門委員長会議６月11日（水）

・東北選手権（ＮＨＫ杯）大会組み合わせ抽選

・東北選手権（ＮＨＫ杯）大会競技運営全般

・被表彰者の提出及び選考

・その他

②第２回東北専門委員長会議６月20日（金）

・東北選手権（ＮＨＫ杯）大会競技運営全般

・被表彰者の確認

く学校表彰＞

男子雄物川高等学校（秋田県）２０回出場

女子古川学園高等学校（宮城県）４０回出場

山形商業高等学校（山形県）２０回出場

弘前学院聖愛高等学校（青森県）１５回出場

五所川原商業高等学校（青森県）５回出場

－１５－

山形市内

山形商業高校

山形市スポセン

山形商業高校

山形商業高校

酒田市国体記念

山形市スボセン

山形市スボセン

山形中央・県体育館

花巻市

花巻市



全国高校９ブロック長身選手発掘育成合宿（東北地区）．全国高等学校体育連

盟バレーボール専門部東北ブロック強化合宿実施報告・会計決算について

平成25年度東北高等学校新人避手権大会について

平成26年度東北高等学校選手権（ＮＨＫ杯）大会要項（案）について

平成25年度東北専門部事業報告

平成25年度東北専門部中間決算報告

平成26年度東北専門部事業計画（案）

その他（懸案事項について）

東北高校選手権大会（ＮＨＫ杯大会）の競技方法及び出場チーム数．シードチー

ム等の確認

◎16チーム出場によるトーナメント戦で実施する。

◎エントリー数は14名以内、前年度優勝チームの推薦を廃止し、東北新人大会

の優勝した当該県に１枠をプラスする。各県２代表、平成27年度は、青森．

●

●
●
●
●
●
●

〈監督表彰＞

塚本正仁（弘前学院聖愛高等学校）１０回出場

春藤裕和（弘前工業高等学校）１０回出場

菊池洋勝（磐城第 一高等学校）５回出場

木下保樹（五所川原商業高等学校）５回出場

鈴木雅広（福島商 業高等学校）５回出場

江間良幸（東北高等学校）５回出場

高橋昇禎（一関修紅高等学校）５回出場

武田宏典（山形中 央高等学校）５回出場

③第３回東北専門委員長会議８月30日（土）福島市

・東北選手権（ＮＨＫ杯）大会反省及び会計決算について

・全国高校９ブロック長身選手発掘育成合宿（東北地区）・全国高等学校体育連

盟バレーボール専門部東北ブロック強化合宿要項（案）について

・平成26年度東北高等学校新人選手権大会の開催に向けて

・平成27年度東北高等学校選手権（ＮＨＫ杯）大会要項（案）について

④第４回東北専門委員長会議１月21日（水）大阪府（吹田市）

ス

ス１代表とする．（平成11年度第35回大会より適用）

平成27年度東北専門部役員の確認

部長未定

ブロック委員長結城一秀（山形市商：山形県）

競技委員長田中基（水沢工：岩手県）

審判委員長菊地博美（一関工：岩手県）

強化指導普及委員長小野寺幸弘（利府：宮城県）

部長指名強化指導委員川村謙二（弘前南高：青森県）

広報委員長鈴木晃夫（長沼：福島県）

全国専門部監査委員冨樫義史（秋田工：秋田県）

●

⑤東北高等学校新人バレーボール選手権大会競技委員会１月29日（木）秋田市

⑥第５回東北委 員長会議２月６日（金）秋田市
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（２）大会・合宿

①第50回東北高等学校バレーボール選手梅大会兼ＮＨＫ杯大会

６月20日（金）～22日（日）花巻市

②平成26年度全国高校９ブロック長身選手発掘育成合宿（東北地区）・全国高等学

校体育連盟バレーボール専門部東北ブロック強化合宿

９月21日（日）～23日（火）青森市

総括責任者結城一秀（東北高体連専門部委員長）

ＪＶＡ派遣指導員植田辰哉（ＪＶＡ派遣指導員）

ヘッドコーチ川村謙 二 （ 全 国 専 門 部 派 遣 主 任 指 導 員 ）

ヘッドコーチ岡崎典 生 （ 全 国 専 門 部 派 遣 主 任 指 導 員 ）

ヘッドコーチ小野寺幸弘（東北専門部強化指導委員長）

．－チ木村大地（青森県専門部強化指導委員長）

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ川浪泰浩（青森県専門部強化委員）

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ塚本正仁（青森県専門部強化委員）

◎山形県参加選手

男子１高橘駆（山形中央２年）185ｃｍ

２高橋瑞穂（山形中央１年）195ｃｍ

女子１大久保香映（米沢中央２年）174ｃｍ

２高橋莱苅奈（米沢中央１年）179ｃｍ

③第３回東北高等学校新人バレーボール選手権大会

２月６日（金）～８日（日）秋田市

（３）東北選手権大会（ＮＨＫ杯大会）及び東北新人選手権大会について

①東北選手権大会の推薦チームの廃止

前年度優勝チームを推薦チームとし第１シード枠に入れていたが、２７年度大会よ

り廃止する。

その代りとして前年度の東北新人大会の優勝したチームの当該県に出場枠をプラ

スする。

②東北選手権大会の組合せについて

前年度の東北新人大会優勝チームを第１シード、準優勝チームを第２シードとす

る。その場合原則として各県の第１代表として出場した場合に限る。同県の場合は

第２シードに限りシードとする。※その他詳細については申し合せ事項による。

③東北新人選手権大会の組合せについて

２７年度大会より前年度東北新人・当該年東北選手権（ＮＨＫ杯大会）の結果に応

じて各チームにシードボイントを与える。ポイントの合計の多い順に２チームをシー

ドとする。その場合、各県の第１シードに限る。ただし、ポイントの多い２チー

ムが同県の場合は両チームともシードとし、県予選上位のチームを上位とする。

また、同ポイントの場合は、直近大会で上位のチームを上位とする。※その他詳細

については申し合せ事項による。

全国高体連専門部

（１ ） 会 識

①全国高体連専門部委員総会平成27年１月19日（月）～21日（水）大阪府

・平成26年度会務並びに事業報告
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●
●
●
●
●
●
●

●

② その他

）大会・合宿等

①平成26年度全国高校総体

（男子）８月２日～８月６日東京都、渋谷区・墨田区優勝：東福岡（福岡）初優勝

（女子）８月７日～８月11日東京都、渋谷区・墨田区優勝：金簡会（大阪）初優勝

②全日本高校選抜事前強化合宿及びタイ（バンコク）遠征

（女子）事前合宿８月５日～７日ナショナルトレセン

タイ遠征８月８日～14日

（男子）事前合宿８月10日～12日ナショナルトレセン

（２）

①

－１８－

平成26年度会計中間決算報告

平成27年度会務並びに事業計画（案）審議

平成27年度予算（案）審離

平成27年度全日本選手権（春高バレー）大会要項審議

平成27年度全国高校総体要項（案）審織（男女：大阪府）

平成28年度全国高校総体要項（案）審議（男女：山口県）

平成27年度全国専門部役員く体制＞

部長林義治（大阪）

副部長甲斐仁一（宮崎）原卓弘（神奈川）

田野敏彦（大阪）

競技委員長石川俊彦（東京）※相漂修副部長（埼玉）ご退職

審判委員長田野 昭彦（大阪）

凱繍甑類長原卓弘 （ 神 奈 川 ）

広報委員長小笠 原剛（高知）

事務局長田野敏彦（大阪）※兼務

専門部表彰

監督全国大会１０回出場

藤原真介（島根県）１０回出場

総体出場・連続出場

男子２０年連続雄物川（秋田）女子lo年連続弘前学鯉愛（青森）

２０年連続開智（和歌山）’0年連続古川学園（宮城）

１０年連続石川県工（石川）lo年連続大和南（神奈川）

４０回東海大四（北海道）４０回金沢商（石川）

３０回東亜学園（東京）３０回東九州龍谷（大分）

３０回近江（滋賀）２０回大阪国際臓井（大阪）

２０回西原（沖縄）１０回札幌山の手（北海道）

’０回土浦日大（茨城）’0回近江（滋賀）

１０回大塚（大阪）’0回高田（奈良）

海外派遣指導者

藤田高教（全日本高校選抜男子）太田豊彦（全日本高選抜校女子）

藤原和典（全日本高校選抜男子）鹿島恵美子（全日本高選抜校女子）

本多洋（全日本ユース男子）

竹内裕幸（全日本ユース男子）



タイ遠征８月13日～18日

③第13回全日本ピーチバレージュニア男子選手権大会

８月８日～11日大阪府阪南市箱作海岸ぴちぴちビーチ

※本県からは赤坂・石井組（羽黒）佐藤・後藤（光陵）が出場

赤坂・石井組は予選グループ戦突破、決勝トーナメント１回戦敗退

佐藤・後藤組は予選グループ戦敗退

④“14マドンナカップin伊予市ビーチバレージヤパン女子ジュニア選手権大会

８月７日～10日愛媛県伊予市五色姫海浜公園

※本県からは石井・国分組（羽黒）が出場予選グループ戦敗退

⑤第22回日・中・韓ジュニア交流競技会

８月23日～８月29日岩手県花巻市

男子長崎選抜３勝 ０ 敗

女子全日本ユース２勝１敗

⑥第17回アジアジュニア女子選手権大会

７月16日～24日チャイニーズタイペイ第２位

⑦第１０回アジアユース男子選手権大会

９月５日～13日スリランカコロンボ第２位

⑧第１０回アジアユース女子選手権大会

１０月１１日～19日タイナコンラチヤシマ 優勝

※米沢中央高校高橋柴利奈（１年）選手が出場

⑨第１７回世界ジュニア男子選手権大会

１０月１７日～25日バーレーンマナーマ 第４位

⑩第69回国民体育大会

１０月18日～18日長崎県佐世保市

男子優勝：福岡県（４年ぶり５回目）女子優勝：大阪府（17年ぶり５回

⑪第67回全日本バレーボール高等学校選手権大会

男子優勝：福岡県（４年ぶり５回目）女子優勝：大阪府（17年ぶり５回目）

第67回全日本バレーボール高等学校選手権大会

１月５日～７日東京体育館

１月10日～11日東京体育館

男子優勝：東福岡（福岡）初優勝女子優勝：金蘭会（大阪）初優勝

第12回2015全日本ジユニアオールスタードリームマツチ

平成27年２月21日～22日舞洲アリーナ（男女）

※前回大会より『日本スポーツ振興くじ助成金に係わる助成事業』に認定

※春高バレーの大会時期の変更に伴い、以前おこなわれていた12月の東西対抗、

３月のドリームマッチが開催不可能となった。そこで、全国から優秀な選手

（主にブロック合宿、選手権大会より選出）を集め、３月の全国高校選抜合宿、

８月の全日本高校選抜海外遠征につながる大会（強化事業）を開くことを目的

とする。

○ブロック合宿推薦枠２４名（東北ブロック枠：男女とも３名）

○選手権大会推薦枠（選手権大会に出場した１２年生より推薦）

○特別推薦枠（全日本ユース、インターハイで優秀であった選手。ブロック

合宿参加選手で推薦枠以外で優秀であった選手）

⑫
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G・中

１．

⑬全国高校選抜強化合宿

平成27年３月22日～27日舞洲アリーナ（男女）

体連関係

総括

（１）円滑な大会運営

県内上位大会の運営は今年度も円滑に進められた。ここ２～３年で県中総体・県中新

人・県選抜大会の連絡文書を統一し、マニュアルを一本化した成果ともいえる。ただし、

生徒数の減少や学校の統廃合によるチーム数減は深刻な問題で、小規模地区が主管とし

て運営にあたることは今後一層厳しくなる。

（２）上位大会における成績不振と強化事業の見直し

東北大会を突破したチームは男女合わせてわずか１チームであった。全国大会へ進出

するチームがここ４年で軒並み減少しており、競技成綴についてはＪＯＣカップでも同

様の課題となっている。強化スタッフを中心に打開策を検討し、教育委員会・中体連さ

らに高校や協会強化委員会との連携をさらに深め、改善していく必要がある。

（３）強化と普及の両面、指導者と審判員の育成

競技人口の確保が最優先であり、小学校で積み上げた経験を無駄にしない中学校現場

の環境づくりが焦点となる。小中の連携さらには中高の連携を常時目標とし、強化に結

びつくようにしていきたい。さらに、指導者や審判員の育成にも一層力を入れ、若手人

材を対象にした研修を積極的に取り入れたい。
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２． 会議関係

（１）県専門部

No.

１

２

３

４

５

会議名／期日／場所

第１回専門部会

５月９日（金）

山形市江南公民館

第５４回県中学総体競技委員会

７月２日（水）

最上教育会館

強化委員会

７月１９日

新庄市武道館

第２回専門部会

(金』

１０月６日（月）

山形県スポーツ会館

第４５回県避抜大会競技委員会

２月１４日（土）

山形市立第一中学校

（２）全国・東北中体連専門部

No. 会議名／期日／場所

東北中学校体育連盟専門部総会

第１回東北中体連専門委員長会織
１

５月２２日（木）

仙台パレスへいあん

第２回東北中体連専門委員長会譲

２ ７月２５日（金）

宮城県総合運肋公園

内容

(1)役員改選・事業計画と大会要項の検討

(2)４５回山形県中学校避抜大会について

(3)強化事業について

(中体連優秀指定事業・県選抜チームの結成と方向性について）

(4)各地区のＪＶＡ登録加入状況・合同チームの扱いについて

(5)日本体育協会公甥指導員ならびに審判員の養成について

(1)大会運営全般について

(2)組み合わせ抽選

(3)その他（事務作業）

(1)ＪＯＣカップ県中学選抜チームのスタッフ編成について

(2)チーム結成後の結団式等について

(3)その他

(1)県中総体の反省、東北・全国大会の結果報告と反省

(2)県中学新人大会の運営と組み合わせ抽選

(3)次年度以降の県中総体ブロック開悩に関する廟項

(4)強化事業と平成２７年度大会予定について

(5)ＪＶＡ個人登録の砿認、協会事業への協力体制について

(1)大会;唾営全般について

(2)組み合わせ抽選

(3)その他（率務作調

内容

(1)東北大会開惟基単、複数校合同チーム結成における61ｍｇ

(2)過年齢生徒の大会参加、外部コーチについて

(3)専門部役員改週､東北大会要項検討、引率・監督の特例

(4)東北大会開催ローテーション、結果報道関係

(5)ＪＯＣカップ関連大会（旧パイオニア杯、横手わか杉カップ）

全国ブロック別指導者研修会（青森・宮城）

(1)大会運営全般について、組み合わせ油園

(2)日本中体連バレーボール競技部審判規則委員会基本方針

(3)ＪＯＣカップ関連各種大会の翻認、全国大会の役員依嘱

(4)その他
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Nb．

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

関係

大会・事業名

第５４回山形県中学校総合体育大会

第４４回東北中学校パﾚー ボー ﾙ大会

第４４回全日本中学校選手極大会

第３５回山形県中学校新人体育大会

（南北ブロック大会）

第２１回山形県中学校新人体育大会

(決勝大会）

東北ﾌ゙ﾛｯｸ中学校ﾊ゙ﾚーﾎ゙ ﾙー指導者研修会

第９回

Ｕ－ｌ４クラブチャンピオンシップ大会

同東北大会

バレーボール週抜大会

第２８回

全国都道府県対抗中学パﾚー ポー ﾙ大会

(※別途名簿）

第１回王将カップ

東北パﾚー ポー ﾙ中学生女子強化練習会

期日

７月１８日（金）

～２０日（日）

８月８日（金）

～１０日（日）

８月２２日（金）

～２５日（月）

１０月１８日（土）

１１月１５日（土）

１０月２６日（日）

１２月６日（土）

９月１３日（土〉

～１４日（日）

１１月８日（土）

～９日（日）

２月２８日（土）

３月１日（日）

７月２６日（土）

８月１７日（日）

９月１４日（士）

１２月１３日（土）

１２月１３日（土）

１２月２５日（木）

～２８日（日）

１１月１日（土）

～３日（日）

会場

◇最北ブロック

新庄市体育館（男子･男女準決勝~）

真室川町民総合体育館（女子）

◇宮城県

セキスイハウススーパーアリーナ（ｸ゙ ﾗﾝﾃ゙ ｨ21）

◇商知県商知市・南国市

南国市立スポーツセンター体育館

高知県立県民体育館･春野総合運動公園体育館

◇南ブロック

南陽市民体育館

◇北ブロック

櫛引ｽﾎ゙ ﾂーｾﾝﾀー 体育館･弧岡市藤島体育館

◇決勝大会

山形県総合運動公園体育館

宮城県仙台市立台原中学校

山形県体育館

上山市生涯学習センター

男子：宮城県大崎市三本木体育館（8～９日）

女子：岩手県盛岡大学体育館（９日）

山形県総合運動公園体育館

陵西中・西川町民体育館(県遥抜週手ﾄﾗｲｱｳﾄ）

山形市立第一中学校（同最終選考会）

週手団結団式（山形県スポーツ会館）

選手団壮行会（山形城北高校）

中学･商校県代表ﾁｰﾑｵi術試合（同上）

大阪市中央体育館

ボディーメーカーコロシアム（大阪府立体育会館）

東北パイオニア体育館

l～6…中体連主管大会・事業７～１０…バレーボール協会主管大会・事業

く平成26～27年県中体連優秀指定事業選手名簿＞

（男子）田井治清吾（米沢三）／l,野田泰平（沖郷)‐加藤大生（宮内）

渡部歩（長井南）横山卓弥（長井南）峰田駿平（小国）

千葉祐右（山形二）新関惰稀（山形六）福井俊輔（山形六）

清野拓磨（山形八）大山夢斗（山形八）後藤祐輔（山形八）

神光太郎（蔵王一）芳賀雄治（陵東）柏倉楓（陵西）

永山翻也（西川）柳橋達也（東根一）斎藤亮典（鶴岡一）

小野寺央登（鶴岡三）高山圭（鶴岡三）佐藤倭（鶴岡四）

加藤睦（宮内）

佐藤匠馬（上山北）

江口青（山形六）

原田光翼（金井）

工藤龍河（西川）

瀬尾隆斗（鶴岡三）

本間雅玖音（櫛引）

－２２－



奈須貴聖（酒田一）佐藤大雅（酒田六）計30名←は身長180cmを超える選手）

（女子）安藤唯香（米沢二）高梨間（川西）須藤海七（長井南）菊地奈緒（長井南）

山口悠里（上山南）杉本菜乃葉（山形三）佐藤知優（山形四）石井楓（山形五）

大久保瑠衣（山形六）開沼七海（山形八）後藤優香（山形八）佐藤真衣（山形九）

小野桜（山辺）木村桃香（陵東）安食美穂（陵西)一荻野真加（福原）

高橋美帆（大石田）小沼ほたる（金山）丹亜由奈（金山）高山みのり（大蔵）

後藤聖那（鶴岡一）石川梨里（鶴岡一）五十嵐世香（鶴岡三）伊藤佑奈（鶴岡四）

小池揺呑（繊岡四)-今野朋花（櫛引）靭持夕南（櫛引）石川真緒（余目）

阿部佳奈（酒田一）小野寺志麻（酒田四）計30名（一一は身長170cmを超える選手）

◆平成26年度全国中学校バレーボール長身選手発掘育成練習会東北ブロック練習会参加者

12月12日（金）～13日（土）岩手県盛岡市立飯岡中学校体育館

小野田泰平（沖郷：179）芳賀雄治（陵東：178）佐藤真衣（山形九：172）

小池遥香（鶴岡四：171）

＜第28回ＪＯＣカップ山形県選手団名簿＞※は日本体育協会公認指導員資格所持者

【男子チーム】

監督：今井教史（山形人中)ｰコーチ：白田豊（酬山１m滅欄合）マネージャー：稲村純（山形四中）

アシスタントコーチ：伊藤岳人（酒田四中）、金山大（陵西中）、渡辺雄太（株式会社ｱｲヅｰｴ業）

選手菊地響（陵西中）渡辺幹保（陵西中）菊地圭佑（陵西中）後藤響（山形八中）

斉藤聖太（山形八中）村形礼朔（山形八中）松田亨成（西川中）秋元大祐（西川中）

佐藤瑠惟（西川中）井上晴人（櫛引中）小林弘輝（櫛引中）高橋惰也（山形四中）

【女子チーム】

監督：熱海俊和伯際西中)一コーチ：柿崎円（長井南中）マネージャー：高橋圭史（金井中）

アシスタントコーチ：天野岳彦（大石田中）、原田夏希（米沢一中）、山口弘治（山形一中）、

菅原祐子（鶴岡四中）、渡遥朗（山形六中）

選手佐藤奈桜（長井南中）佐藤絢香（長井南中）後藤結菜（長井南中）高橋真子（山形八中）

佐藤あかね（鶴岡四中）高嶋里菜（高楯中）遠藤舞野（陵南中）五十嵐佳菓子（山形四中）

阿部育実（山形六中）横山優華（金井中）太田彩良（鶴岡二中）北村風音（酒田六中）
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H・小学生バレーボール連盟関係

１主侭事業

１

２

３

４

５

６

７

８

１

２

３

４

５

大会及び事業内容

平成26年度山形県小学生バレーボール連盟理率会

第34回全日本バレーボール小学生大会
県予選実行委員会

全日本小学生バレーボール連盟審判識習会
山形県伝逮鱒習会

第34回ファミリーマートカップ
全日本小学生バレーボール大会「山形県大会」

第２２回県民スポーツフェスティバル
少年少女バレーボール大会

山形県小学生バレーボール連盟創立30周年祝賀会
(96名参加）

第29回新人交流大会「山形県大会」

第１２回全国スポーツ少年団
バレーボール交流大会県予選会（男・女）

協力事集

大会及び事業内容

第34回ファミリーマートカップ全日本小学生バ
レーボール大会（男子：高松ｱﾀｯｶｰｽﾞ・女子：若
浜・混合：十坂）

第29回東北小学生バレーボール選手権大会
(男子：高松ｱﾀｯｶー ｽ゙ 、山形東JVC・女子：若浜、
宮野浦）

第５回山形県小学生バレーボールクラブ大会
(１次大会・２次大会・決勝大会）

ＪＶＡゴールドプラン
アシックスバレーボール教室（117名参加）

第１２回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会
(男子：高松ｱﾀｯｶー ｽ゙ ・女子：宮野浦）

開催期日

平成26年４年26日

平成26年４年26日

平成26年５月３日

平成26年７月５日
～ ６ 日

平成26年１０月５日

平成26年11月22日

平成26年１２月14日

平成26年12年21日

開催期日

平成26年８月13日
～１６日

平成26年９月13日
～１４日

平成26年10月１２°
１９日・１１月２日

平成26年１１月24日

平成27年３月27日
～３０日

開 催 会 場

山形県スポーツ会館

山形県スポーツ会館

川西町民体育館

7/５山形市総合スポーツセンター体育館
7/６上山市体育文化センター

新庄市体育館
戸沢村中央公民館

山形市ホテルキャッスル

遊佐町民体育館

大江町体育センター

開催会場

東京体育館（メイン会場）、川崎市とどろき
アリーナ、町田市立総合体育館、浦安市運動
公園総合体育館、所沢市民体育館

奥州市総合体育館
江刺中央体育館

寒河江市民体育館、市総合スポーツセンター
体育館、山形県総合運動公園体育館

山形市総合スポーツセンター体育館

福島市あづま総合体育館、国体記念体育館、
西部体育館

３会臓・研修等

（１）平成26年度全国会長懇談会大内会長出席

平成26年８月13日東京都新宿プリンスホテル

・平成27年度事業予定及び今後の全国大会について・現段階の登録人数及び倫理委員会報告

（２）平成26年度東北小学生バレーボール連盟第１回理事会大内会長､田中理事長出席

平成26年０９月13日奥州市総合体育館

・平成27年度各県担当講習会qWlゴｰﾙドブﾗﾝ)開催予定･連盟30周年記念誌発行及び感謝状の授与予定者について

（３）平成26年度全国理事長 懇談会田中理事長出席

平成26年12月13日東京都品川プリンスホテル

・ﾌｧﾐﾘｰマート第35回全日本バレーボール全国大会男女混合の部に､各都道府県から出場すること。

・平成26年度都道府県別登録団体数･登録選手(MRS登録)について

（４）平成26年度東北小学生バレーボール連盟第２回理事会大内会長､田中理事長出席

平成27年１月24日仙台市青葉体育館会鰹宝

・平成27年度各県担当講習会(JVAゴー ﾙドプﾗﾝ)の開催予定の再薙麗

・連盟30周年記念誌発行及び感謝状の授与予定者について

・東北選手権大会の競技に係わる碗鵠･申し合わせ事項等の砿偲。

（５）平成26年度日本小学生バレーボール連盟評磯貝会田中理郡長出席

平成27年３月21日東京都:国立オリンピック記念青少年総合センター

・平成27年度運営基本方針について・指導者による体罰･暴力の実態調査結果を倫理委員会が報告

・平成27年度各県担当議習会（JVAゴールドプラン）藍決定
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1.ママさん連盟関係

１．総括

・バレー協会、各地区ママさん連盟との連携のもと、全事業を予定どおり実施することができた。

・新たにママさん連盟で審判登録することになり、名誉審判員54名、公認審判員443名が登

録した。

・派遣審判員として、全国冬季大会に梅川裕子氏を派遣し、ブロック決勝の主審を担当した。

・全国冬季大会に山形地区の「クイーン」チームが出場し、Ａブロック３位の成績を収めた。

２．会議関係

・定期の理事会を３月１日に、また、必要に応じて、大会開催時に開催した。

・常任理事会を１月11日に開催し、理事会に諮る案件について審議した。

・各種大会開催に合わせ、大会打合せ会を開催した。

３．事業関係

期日

３月22日(土）

～23日（日）

４月16日(水）

～17日(木）

４月20日（日）

５月25日（日）

６月７日(土）

～８日（日）

７月６日（日）

７月21日(月･祝日）

７月25日(金）

～28日(月）

８月31日（日）

９月７日（日）

９月21日（日）

９月27日(土）

～28日（日）

10月３日(金）

～５日（日）

１０月25日(土）

～26日（日）

11月14日(金）

～16日（日）

12月11日(木）

～14日（日）

平成27年３月７日(土）

～８日（日）

事 業 名

第25回東北地区役貝親睦会

(平成26年）第28回一般社団法人

全国ママさんバレーボール連盟審判研修会

(平成26年)山形県ママさんﾊ゙ ﾚー ﾙー連盟審判研修会

長井1名･山形3名･他各地区2名ｵﾌ゙ ｻ゙ ﾊーL－１２名

第45回全国ﾏﾏさんバレーボール大会山形県予避会

1位フラワーズ(米沢）２位長井小桜（長井）

(平成26年)第34回東北プﾛｯｸ審判研修会

参加者：梅川裕子・佐藤美雪・加藤幸栄

第40回山形県ママさんﾊ゙ ﾚー ･ﾎ゙ ﾙー親善大会

1位Ａ,main心(米沢）２位美鈴（山形）

東北ミサワホーム第21回山形県ママさんパレーポールペにぱな大会

(Aﾌ゙ ﾛｯｸ）１位ヴｧｲｵﾚｯﾂ藤島(鶴岡）２位遊佐ｸﾗプ(酒田）

(Bﾌﾞﾛｯｸ）１位おもだか（山形）２位こまくさ(山形）

いそじの部１位ママベアーズ(観岡）

ことぷきの部１位とざわ(最北）２位余目ママ(鶴岡）

第45回全国ﾏﾏさんバレーボール大会

参加：フラワーズ（米沢）

第26回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会山形県予週会

1位おおやま（餌岡）２位まつなみ（山形）

第４回全国ママさんバレーボール冬季大会山形県予選会

1位クイーン（山形）２位川西CATS（米沢）

第40回YTS杯山形県ママさんバレーボール優勝大会

1位クイーン（山形）２位若浜（酒田）

第42回東北ママさんバレーボール大会協力審判員梅川裕子･佐藤美習

参加クラブＡウ･7ｲｵﾚﾂﾂ藤島(鶴岡）クラブＢおもだか(山形）

いそじの部ママへ・ｱｰｽ(鍋岡）ことぷきの部とざわ(最北）

第19回全国家庭婦人バレーボールことぷき大会

参加ことぷきの部琢友 (酒田）

鯖37回山形県ママさんバレーボール若葉大会

Aﾌﾞﾛｯｸ１位琢成(酒田）２位おおやま(観岡）

Bﾌ゙ ﾛｯｸ１位おもだか(山形）２位チェリーズ(山形）

Cブロック１位美鈴(山形）２位琢友(酒田）

第26回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会

参加おおやま（餌岡）

第４回全国ママさんバレーポール冬季大会

Aブロック３位クイーン（山形）派遣審判員梅川裕子

山形県ママさんバレーボール連盟理砺会

－２５－

備考

天童市スポーツセンター(山形県）

参加者２４名

奈良県橿原商工会蟻所会館･橿原公苑第１体育節

参加者植松順子･土田由紀子･梅川裕子

酒田市親子スポーツ会館(酒田）

鶴岡市櫛引スポーツセンター(鎚岡）

秋田県ﾕｰｽバﾙ青少年交流センター

(秋田県）

川西町民総合体育館(米沢）

長井市置賜生涯学習ﾌ゙ ﾗｻ゙ 体育館（長井）

いしかわ総合スポーツセンター(石川県）

大江町体育センター(山形）

戸沢村中央公民館体育館（最北）

酒田市国体記念体育館(酒田）

新青森県総合運動公園マエダアリーナ

(青森県）

別府市立総合体育館(くつぷアリーナ）

県立総合体育館（大分県）

庄内町総合体育館(鶴岡）

ひたち鞍か市総合運動公園体育館

笠松運動公園体育館（茨城県）

群馬県総合ｽー ﾂｾﾝﾀー Alsokぐんまｱリーナ

ぐんま武道館（群馬県）

東根温泉｢花の湯ホテル｣(最北）



本連盟関係

J・ソフトバレーボール連盟関係

１．総括

県協会及び各地区協会と連携して組織の強化や情報の共有化ができた。派遣事業は東北ブ

ロックには派遣できたが、全国レデイスメンズ、全国シルバーへの派遣ができなかった。

①総務関係：大会参加チーム減による収入減のため、財源の確保が課題である。

②競技関係：大会結果の集約と保存が軌道に乗った、参加資格等を委員会で話題にできた。

③審判関係：リーダー講習会が成功した。マスターリーダーの更新と増員が課題である。

④指導普及関係：個人登録は定着したが、連盟組織の規模が地区によって差がある。

２．山形県関係

東北ブロック関係３

４．日

2６

事 業 期日 会場 備考

大
会

第25回全国ファミリー

フェスティバル

平成26年度全国レデイス.メンズ
交流大会

第２２回全国シルバーフェスティバル

第３回全国スポレクフェスティバル

第27回全国健康福祉祭
(2O14ねんりんビック）

８月８日(金）
～１０日（日）

９月５日(金）
～７日（日）

10月10日（金）
～１２日（日）

10月31日(金）
～２日（日）

10月４日(土）
～６日(月）

千葉県船橋

船橋市総合体育館

福岡県北九州市

北九州市立総合体育館

北海道釧路市

湿原の風アリーナ釧路

愛知県豊田市
スカイホール豊田

栃木県さくら町
氏家体育館など

酒田地区派遼

翻友会4位ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ 2位

し最北地区派遣不参加
メ山形地区派遣不参加

鍋岡地区派遣不参加

米沢地区派遣不参加

予選勝者派遣(鶴岡）
バﾚー ﾀｲﾝ2位ﾙー プ3位

日本ソフト連盟代議員会(25年度）

全国審判委員長会研修会(25年度）

３月１５日(土）

淵催せず
東京都日本青年館’佐藤三幸参加

事 業 期日 会場 備考

大
会

第29回山形県フェスティバル兼
東北ブロックフェスティバル
県予選会

第23回山形県健康福祉祭兼
ねんりんビック県予選会

第２２回県民スポーツ・レクリエー
ション祭

第２２回エンド－杯フェスティバル

７月２１日(月）

９月７日（日）

１０月26日（日）

１２月７日（日）

米沢地区

米沢市営体育館

山形地区

山形市江南体育館

山形地区

天童市県総合運動公園

山形市スポーツセンター

ﾌｧﾐﾘー･ﾌ゙ﾛﾝｽ゙･ｼﾙﾊ゙ ・ー

ｺ゙ ﾙーﾄ゙･ﾌﾘー･ﾚﾃ゙ｨｽ･ﾒﾝ
ｽ･ﾚﾃ゙ｲｽｼﾙﾊ゙－５１ﾁーﾑ

60歳以上･50歳以上
8ﾁーﾑ

ファミリー・トリム
57ﾁーﾑ

ファミリー・トリム
103ﾁーﾑ

会
議

第１回理事会（専門委員会①）

審判委員会②

総務委員会②

指導普及委員会②

競技委 員会②

第２回理事会（専門委員会③）

４月20日（日）

７月２１日(月）

９月７日（日）

１０月26日（日）

12月７日（日）

２月14日(土）

山形７ テスポーツ会館

米沢市営体育館

山形Ｔ ﾃ江南 靖館’
県総合運動公園体育館

山形『 丁スポーツセンター

山形７ ﾃ鈴川ｺﾐｭﾆﾃｨーｾﾝﾀー

事業・予算

ルール改正の伝達

個人登録制度

リーダー講習会

参加資格の検討

決算・反省

事 業 期日 会場 備考
大
会

第26回東北ブロックフェスティバル ９月１４日（日） 岩手県県花巻市総合体育
館

ﾌｧﾐﾘー･ﾌ゙ﾛﾝｽ゙･ｼﾙﾊ゙ ・ー

ｺ゙ ﾙーﾄ゙･ﾌﾘー･ﾚﾃ゙ｨｽ･ﾒﾝ
ｽ･ﾚﾃ゙ｨｽｼﾙﾊ゙－１２ﾁーﾑ

諭
習

平成26年度リーダー研修事業 ５月25日（日） 米沢市ｱｸﾃｨー 米沢 更新受撫者13名

会
議

東北ブロック理事会 ９月13日(土） 岩手県県花巻市総合体育
館

事業報告計画
ブロック大会の運営



K､ビーチバレー連盟関係

１．総括

・男子の大会出場者が増えてきたが、女子の選手が減少している。男子高校生の大会でエン

トリーが22チームだったのに対して女子チームは４チームで県代表選考を行った。ジャパン

レディースや東北大会にもエントリーができなかったのが現状で女子若手チームの参加を呼

びかけ選手層を維持していきたい。

・今年度より東北ビーチバレーボール連盟が正式に発足したが、大きな事業などは入ってい

ないが、負担金が２万円で、山形県ピーチバレー連盟の運営の負担となっている。県協会か

らは運営費として５万円の補助をいただいているが。重ねて予算付けをお願したい。（今年

度も県協会から負担していただきました。）

・全国中学生ピーチバレーボール大会の県予選会は男子２チーム女子６チームで実施した。

優勝が決まってから全国への申込みを辞退するチームがみられ、女子はＯ、男子リーグでは

準優勝した藤島オバゴーンが湘南の全国大会へ出場を果たした。エントリーの段階から全国

大会への参加意思を確認していきたい。予選会は多くの保護者の方からも観戦していただ

き、昨年と同様に盛り上がりを見せた。出場した選手が高校、一般と競技を続け選手層を増

やしていければと思う。

・東北交流大会や湯野浜カップは参加料を下げて計画したが日程が合わないプレーヤーが多

く、試合を組むことがなかなかできなかった。もっと多くの選手の参加を促したい。このた

め選手会で実施している９月の「みちのくカップ」を大会と抱き合わせて計画し、協会サイ

ドが競技役員として協力をしていく方向で東北のピーチバレーボール大会の活性化につなげ

たい°

２．会議関係

（１）山形県ピーチバレーボール連盟

・５月１４日第一回理事会（平成26年度運営について・役員改選）

・１０月22日第二回理事会（平成26年度運営反省、平成27年度運営計画）

（２）東北ビーチバレーボール連盟

・５月31日理事会盛岡市（役員選出、規約等）菊地会長樫田理事長が出席

（３）日本ビーチバレーボール連盟

・３月21日東京代議員会樫田理事長出席予定

－２７－



（２）東北ブロック関係

３． 事業関係

（１）山形県関係

－２８－

（３）日本ピーチ連盟関係

事業 期日 会場 備考

大
会

第13回全日本ジュニア遡手権大会

2014マドンナカツプ全日本

ジュニア女子選手樋大会

第28回ピーチバレージャパン

第５回湘南カップ全国中学校

ピーチバレー大会

８月９日～12日

８月７日～１０日

８月１５日～１７日

８月１６日～１７日

大阪府

阪南市箱作

愛媛県

伊予市

神 奈 川 県

湘南鶴沼

神奈川県

湘南鵠沼

羽黒高校（赤坂・石井組）予遡

突破､決勝トーナメント１回戦

敗退光陵高校(佐藤･後藤組）

予遡敗退

羽黒高校（石井・固分組）が出

場

伊藤・堀内組出場

予週敗退

男子藤中オバゴーン出場

3位グループ敗退

事業 期日 会場 術考

大
会

東北交流大会

第25回ピーチバレー全日本女子

選手権大会山形県予避会

2014マドンナカップ全日本

ジュニア女子選手梱山形県予週会

第28回ピーチバレージャパン

山形県予週会

第13回全日本ジュニア男子

選手権大会山形県予週会

ピーチバレーボール

レクリエーション４人制大会

第５回全国中学生ピーチパレー

ポール大会山形県予選会

第27回ピーチパレー山形県

選手権チャンピオンシップ大会

７月６日

７月12日（土）

７月12日（土）

７月13日（日）

７月13日（日）

８月２日(土）

８月３日（日）

８月９日（土）

湯野浜海岸

湯野浜海岸

揚野浜海岸

湯野浜海岸

湯野浜海岸

湯野浜海岸

湯野浜海岸

湯野浜海岸

男子優勝（太田・菅原組）

エントリーなく未実施

優勝羽黒高校(石井･園分組）

全国大会へ

優勝(伊藤･掘内組)山形市全

国大会へ

優勝羽黒高校(赤坂･石井組）

池優勝光陵高校Ａ（佐藤・後

藤組）全国大会へ

優勝クローズ

男子優勝：庄内乃風（餌一中）

男子地優勝：藤中オバゴーン

(全国大会へ）

女子優勝：藤島中学校Ｂ

池優勝：余目中学校Ｂ

男子優勝太田・菅原組

女子エントリーなし

湯野浜カップ東北ビーチパレー大会 ８月31日（日） 湯野浜海岸 エントリーなく未実施

事業 期日 会場 備考

大
会

東北ピーチバレーボール

週手樋大会

７月27日（日） 宮城県

仙台大学

山形県代表は男女とも出場者

なし



L・クラブ連盟関係

１．総括

当連盟で主催する大会等について、県協会及び各地区協会と連携し、円滑に開催すること

ができた。

日本クラブバレーボール連盟及び東北クラブバレーボール連盟が主催する大会に県予選を

勝ち抜いたチームが出場したほか、大会運営に協力することができた。

２．会議関係

３．

大会運営ほか

（１）第１回東北クラブバレーボール連盟理事会

・開催日平成26年４月26日(土）

・場所宮城県大崎市：古川総合体育館

・識題平成25年度事業報告と決算及び平成26年度事業計画と予算ほか

（２）第２回東北クラブバレーボール連盟理事会

・開催日平成26年９月６日(土）

・場所岩手県紫波町：オガールアリーナ会議室

・議題第１１回東北クラブバレーボール選手権（みちのくカップ）大会運

（３）平成26年度ブロック課題別研修会及び指導普及砺業研修会

・開催日平成27年１月１０日（土）

・場所宮城県大崎市：古川総合体育館

・蕊題震災復興大会の反省と今後についてほか

事業関係

（１）第34回全日本６．９人制バレーボールクラプカツプ男女選手権大会県予選会

・開催日平成26年５月31日（土）～６月１日（日）

・会場米沢市営体育館、米沢市立第３中学校体育館

・参加チーム６人制男子：１０チーム６人制女子：３チーム

（２）第１１回東北クラブバレーボール選手権大会（みちのくカップ）山形県予選会

・開催日平成26年７月26日（土）～27日（日）

・会場新庄市体育館

・参加チーム６人制男子：８チーム６人制女子：３チーム

９人制女子：１チーム

（３）第34回全日本６人制バレーボールクラプカツプ女子選手権大会

・開催日平成26年７月31日（木）～８月３日（日）

・会場群馬県太田市：太田市運動公園市民体育館

・出場チーム鶴岡高専女子

（４）第34回全日本６人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会

・開催日平成26年８月14日（木）～17(日）

・会場静岡県浜松市：浜松アリーナ

・出場チーム山形選抜

（５）第11回東北クラブバレーボール週手桶大会（みちのくカップ）

・開催日平成26年１０月17日(金)～19日（日）

・会場福島県福島市：国体記念体育館ほか

・出場チーム６人制男子：酒田倶楽部若獅子会６人制女子：酒田クラブ

９人制女子：山形クラブ

－２９－



(６）

・東日本ブロッククラブバレーボール選手権大会を併催

第41回山形県社会人選抜バレーボール優勝大会

・開催日平成26年11月８日（土）～９日（日）

・会場新庄市体育館

・参加チーム男子６人制：８チーム女子６人制：３チーム

－３０－



（２）東北バレーボール協会関係

１．平成26年度第１回東北ブロック理事長会識が４月16日午後４時30分より、日本バレーボール

協会会議室で行われ、小笠原会長挨拶のあと、協議に入った。主な内容は次のとおり。

・平成25年度収支決算については、収入1,131,964円、支出483,775円残金648,189円（翌年度

へ繰越）が、全員異議なく承認された。

・平成26年度予算については、収入1,018,189円、支出1,018,189円が、全員異譲なく承認

された。

・平成26年度行事予定について、報告があった。

２．平成26年度第２回東北ブロック理事会が８月30日午後５時より、福島市穴原温泉吉川屋会

議室で行われ、会長挨拶のあと、協議に入った。主な内容は次のとおり。

・平成26年度各種大会については、終了した大会及び研修会が開催地の各県より報告さ

れた。

・平成26年度天皇杯・皇后杯については、開催地の秋田県より要項通り開催するが、実行

委員である各県理事長は11時集合となった。

・東北バレーボール協会友好団体実務担当者会議（仮称）については、平成26年９月１３

日１４：００～秋田市で開催することになった。

・東北高等学校選手権大会の輪番変更については、平成27年度青森県、平成28年度宮城

県、平成29年度福島県に変更することが高体連の提案どおり承認された。

・東北高等学校バレーボール選手権大会兼ＮＨＫ杯大会並びに東北高等学校新人バレー

ボール選手権大会の持ち方の一部変更については、高体連の提案どおり変更すること

が承認された。

３．平成26年度第３回東北ブロック理事会兼実務担当者会懇談会が９月13日午後２時より、秋

田市立体育館で行われ、会長挨拶のあと、出席者紹介（各県理事長、大学連盟、クラブ連

盟、高体連）後、懇談に入った。主な内容は次のとおり。

・大学連盟より

・春と秋のリーグ戦を行っている。特に秋のリーグ戦の日程を組む時、９月の連休は、

宿舎が確保できないし、東北ミニ国体、天皇杯・皇后杯の大会日程を考慰して決定して

いる。

・クラブ連盟より

・平成26年度から東北で、復興型東日本ブロック大会を実施する。１７年宮城、２８年青森

２９年以降は、新たな取り組みでの実施を計画しているので、未定も

・高体連より

．第２回東北ブロック理事会で了承したことの報告があった。

・各県より

・クラブ連に国体に参加するチームもあるので、大会を計画するときに重複を避けて欲

しいとの要望が出された。

・ブロック理事長会報告

・台風の影響で、９人制クラプカツプ鹿児島大会が中止になった。台風等の自然災害を想

定してのマニアルを作成中。

・その他

・来年度以降も天皇杯・皇后杯ブロックラウンドの開催地で、この会議を開催する。

４．平成26年度東北ブロック役員会が11月28日午後３時より、山形市宝来寿司会織で行われ、大

－３１－



宮理事長が会議に出席し、懇談会には中村名誉会長、菅原会長、川合事務局長も加わった。

会長挨拶のあと、協織に入った。主な内容は次のとおり。

・第４回理事会については、２月７日の当初の予定を変更し、１月１９日に開催されるＪＶＡ

都道府県加盟団体代表者会議終了後に実施することを決定。場所、時間については、千葉

理事長一任。

・全国ヤングバレーボール連盟東北代表委員については、宮城県の浅尾氏で異論がなく推

薦決定。

・東北バレーボール要欄の改定については、次回に以降に示されることになった。

・天皇杯．皇后杯の代表者会議、開会式は、平成27年度から行なわない。

・東北ミニ国体の大会会長、大会委員長、競技委員長、審判委員長の旅費は、平成27年度

より東北協会で負担することにする。

（競技委員会）

・平成28年の東北ミニ国体での代表チームの選考については、選手権優勝チーム出場権

を与え、残りを、開催県（岩手県）を除いた県で争うことにしてはどうかという意見

があり、競技委員会で検討することになった。

（審判委員会）

・大会、審判員研修会について報告。

．Ｉスクールに本県関係では、桑原健輔氏を推薦。

．Ｖスクールに本県関係では、伊藤薫氏を推卿。

（指導普及委員会）

・各開催県の情報を集めて、平成27年度も日本体育協会指導員養成講習会の日程表を作

成する。

5．平成26年度第４回東北ブロック理事会が１月19日午後５時より、東京都新宿区香家で行わ

れ、本県から大宮理事長が出席し、千葉理事長挨拶のあと、協議に入った。主な内容は次

のとおり。

・平成27.28年度役員について

小笠原会長、千葉理事長を再任。

・平成27年度各種大会について..､別紙のとおり

・平成27年度東北総体について…要項案を確認

・国体出場枠については、見直しはやむをえずブロック長会議に一任することに決定。

・ビーチバレーボールイベント事業東北ブロック推聴チームについては、東北ビーチバ

レーボール連盟に一任することに決定。

・平成27年度東北理事会・役員会開催予定

４月20日（月）東京代表者会織の前に昼食を摂りながら開催する。

８月実施せず９月宮城県１１月秋田県１月未定

６．平成26年度表彰

・第６回国民体育大会バレーボール競技第１位山形（パイオニアレッドウィングス）

・第48回全国高等専門学校体育大会バレーボール競技第３位鶴岡工業高等専門学校男子

・第４8回全国高等専門学校体育大会バレーボール競技第３位鶴岡工業高等専門学校女子
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(３）（公財)日本バレーボール協会関係

１．公益財団法人日本バレーボール協会（ＪＶＡ）加盟団体代表委員総会が、４月16日（水）

東京：津田ホールで開催され、大宮県理事長が出席し、会議に先立ちＶ機構の木村会長よ

りＶプレミアリーグ・チャレンジリーグの全日程終了についてお礼の挨拶があり、その

後、羽牟会長の挨拶後、宮城県県協会の遠藤代表委員を議長に選出し協議に入った。主

な内容は次のとおり。

・2014事業計画について

◎事業内容○競技力向上事業及び競技力向上に係る日本代表選手団国際大会派遣事業

◎国際大会開催事業及び国際貢献・交流事業◎講習会開催事業、指導者、審判員養成及

び資格認定・登録事業◎全国大会等国内競技会開催事業◎マーケティング事業◎バレー

ボール用品・用具の公認及び公認物品販売事業◎出版物販売事業◎Ｖリーグ開催及び

開催支援事業◎地域グループ育成・強化事業◎その他について、西脇事務局長・下山

国内事業本部長から説明があり特に質問もなく終了。

・2014予算について

◎計上収益合計18億2,398,4千円、経常費用計18億1,7906千円、当期正味財産増減

額607,8千円西脇事務局長から説明があり特に質問もなく終了。

・その他

◎加盟団体規定に基づく関係書類の提出について、西脇事務局長から説明があった。

◎暴力根絶活動ご協力への感謝と活動継続のお願いについて、「宣誓バレーボールの

真実」に各チームの指導者の署名を、各県協会で今年８月目途に取り組むように、下

山国内事業本部長から説明があった。

。「危機管理」再徹底のお願いについて、特に熱中症対策として、「テクニカルタイム

アウト」などを検討するように、下山国内事業本部長から説明があった。

◎ＦＩＶＢおよびＡＶＣの国際関連上部団体開催の資格取得講習会への個人での応募に

ついて、受識できるかどうかはＪＶＡの判断によることの説明が西脇事務局長からあっ

た。

２．公益財団法人日本バレーボール協会（ＪＶＡ）加盟団体代表委員総会が、１月19日（月）

東京：ＴＫＰ新宿ピネセンター１１Ｆ／スカイ会畿室Ａで開催され、本県から大宮県理事

長が出席し、羽牟会長の挨拶後、奈良県県協会の高橋代表委員を議長に選出し協議に入っ

た。

◎第６期（2015年度）ＪＶＡ及び各事業本部運営基本方針について

・ＪＶＡ運営基本方針について「本協会は、我が国におけるバレーボール界を統括

し代表する団体として、グローバル化、ボーダーレス化、情報化、少子高齢化な

どの急激な環境変化の中、バレーボール競技の普及、振興および発展を図り、児

童・青少年から高齢者に至るまで、国民の心身の健全な発達、維持および人間性

の向上に寄与し豊かな社会の形成に貢献するため、本年度は基本方針に基づき事

業を推進する。更に、本年１月に制定したミッションステートメント（宣言）

「ＪＶＡはバレーボールの“つなぐ力”を世界に育みます」の本会組織内への浸

透を図り、併せてバレーボール携わる者すべての、心と技・体、自分と人、人と

社会の健全な「つながり」を育んでいく。＞バレーボールカの強化５点、＞組織

力の強化４点、＞国際力の強化２点、など西脇事務局長より説明があった。

・強化事業、国際事業、国内事業、Ｍ＆Ｍ事業、ピーチバレーボール事業本部運営基
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本方針について各本部長より説明があった。

･役員候補者の推薦依頼があった。

･功労者Ｉ表彰の推薦依頼があった。

･資料により羽牟会長、西脇事務局長、以下各本部長より職務執行報告があった。

･第５期（2014年度）第３四半期実績と年間進捗率について脱明があり、赤字決算に

なる見込み。

･次回の代表者会は。４月20日（月）開催予定
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(４）（公財)山形県体育協会関係

●平成25年度公益財団法人山形県体育協会臨時評議員会が平成26年３月25日午後1時30分から山

形県スポーツ会館大会識室で開催され、川合副理事長が出席しました。内容は以下の通りで

す。

・武田理事長より今年度を振り返り、公益財団法人に伴う組織変更で金森会長から吉村知

事が会長に就任、甲子園で日大山形がベスト４入り、東京オリンピック・パラリンピック

招致が決定、山形県より多くの選手を出そう、ソチオリンピックで加藤選手の入賞、ウイ

リアム師円選手の今後に期待、久々の国体19位、樹氷国体５位などなど明るい話題で盛り

上がった等あいさつがあり、引き続き協議に入った。

・会務報告として、①第40回東北総合体育大会及び第６8回国民体育大会の結果について…

天皇杯19位と健闘、バレーボールは成年女子40点と貢献した。②第69回国民体育大会冬季

大会の結果について…昨年９位から５位と躍進した。③平成25年度山形県体育協会表彰に

ついて…バレー関係者では殊勲賞に高橋健太郎氏（筑波大）、森谷史佳氏（パイオニアレッ

ドウイングス）、パイオニアレッドウイングスチーム、功労賞に菅原和敏氏（県協会会長）

がそれぞれ受賞された。④山形県スポーツ少年団設立50周年記念事業について…平成25年

１１月16日に200名の参加で式典が開催され、間もなく記念誌が発行される予定である。

・協議として、①平成25年度補正予算…収入1,346,500円増の58,729,158円、支出

3,039,147円増の89,464,976円となり、事業活動収支差額が△30,735,818円となり承認さ

れた。②平成26年度事業計画並びに予算について…県民総スポーツの普及振興と競技力向

上、青少年の健全育成を目標に掲げ実施するとし、事業活動収入51,861,624円、支出を

82,931,080円で承認された。

●平成26年度公益財団法人山形県体育協会定時評織員会が、平成26年６月15日（火）に山

形県スポーツ会館で開催され、川合副理事長が出席しました。主な内容はつぎのとおりで

した。平成25年度事業報告・決算について、スポーツ振興に関する事業では、総合型地域

スポーツクラプの活性化、スポーツ指導者研修会の開催、やまがた樹氷国体成功を目指し

てなど、少年スポーツの振興に関する事業では、体罰等の根絶について指導徹底、山形県

スポーツ少年団設立50周年記念事業の開催報告など、競技力向上に関する事業では、第６８

回本国体は20年ぶりに第19位、第69回国体冬季大会などの報告があり、経常収益は84,389,496

円、経常費用は85,328,339円でありました。次に理事の欠員補充の推薦があり、県中体連

会長の村山良光氏から神谷啓司氏に変更になりました。また、会務報告で、バレーボール

競技の東北大会は８月29日より31日まで福島市で開催、また、第19回日韓青少年夏季スポー

ツ交流事業ではバレーボール競技が平成27年８月１６日から22日までの７日間、鶴岡市で開

催予定であると報告があった。

●平成26年度公益財団法人山形県体育協会臨時評畿員会が平成27年３月24日午後1時30分から

山形県スポーツ会館大会議室で開催されます。川合副理事長が出席します。
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審議事 項

A,運営基本方針

平成27年度公益財団法人日本バレーボール協会は、運営基本方針定め事業が推進される。山

形県バレーボール協会は、加盟団体の一員として、その具現化に協力していくと共に次の方針

を定め、事業を推進する。

１．一般社団法人としての定着化

平成27年度より「一般社団法人山形県バレーボール協会」がスタートするが、任意団体か

ら脱却し法人格を取得した意義を自覚して、早期の定着を目指す。

２．一貫指導体制の確立

カテゴリーの枠を超えて、次のカテゴーに繋げるにはどうするかという視点で指導にあた

る。具体的には、強化・指導普及委員会で検討する。

３．「本国体」出場権及び競技得点の獲得

４種別全ての本国体出場と前年度以上の競技得点の獲得を目指す。具体的には、強化委員

会で検討する。

４．第19回日韓スポーツ交流事業への協力

（公財）山形県体育協会が実施する第１９回日韓スポーツ交流事業に協力する。

５．県大会のベンチスタッフの見直し

平成30年度10月１日より、原則として県協会が主催する県大会での監督、コーチ、マネー

ジャーの内１名は、（公財）日本体育協会公認スポーツ指導者制度基づく、公認バレーボー

ルコーチ、公認バレーボール上級コーチ、公認バレーボール指導員、公認バレーボール上級

指導員のいずれかの資格を有する者であることを平成30年10月１日以降開催される大会の

競技要項に明記する。但し、中学生、高校生が参加する大会については、中体連・高体連

バレーボール専門部と協議する。

６．事業活動の方向性

（１）協会創立70周年記念事業の準備

（２）「日体協・指導者養成講習会事業」…平成29年度まで継続して実施

（３）「ＪＶＡ都道府県バレーボール指導者研修会事業」…継続して実施

B・総務委員会関係

１.登録手続きについて

（１）登録希望チームは、４月30日までに県協会加盟料を添えて、各地区協会を経て申請する。

（２）加盟料は、クラブ１３，０００円、実業団13,000円、大学１４，０００円、高校18,000円（定時

制8,000円）とする。

２.大会球及び協賛（寄付金）

モルテン・ミカサ．（ミズノ）を使用する。

（各社に要覧広告料としてボールの支給及び協賛金の協力を依頼する。）

３．「協会要覧」の広告料（寄付金）

各地区４件以上の協力を願う。原稿提出は４月15日までとする。

（１件10,000円、約15cm×６cm、横長のサイズ、４件を超えた分については。その半額を

地区に還元する。）
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４.審判登録について

（１）２６年度以前に認定された審判員の手続は、申諭審と下記登録料を添えて申謂するもの

とする。（名誉審判員は不要、但しルールブック無し） （内1,000円は会費とする）

申請のあった審判員は、Ｂ級以上は級別（Ｂ級内で地区別に）、Ｃ級・県公・新規につ

いては地区別に27年度の公認審判員として協会要覧に記職される。

（２）新規に認定された審判員は、1,500円を認定料として納入する。協会要覧には、登録

料不要で記載する。

県協会に 各地区協会に 合計

Ａ 級・Ａ候 2,500円 300円以上十ルールブック代 円

Ｂ 級 2,000円 〃＋〃 円

Ｃ 級 1,500円 〃＋〃 円

県 公 1,000円 〃＋〃 円

なお、平成８年度以降は６人制及び９人制ルールブック代を1,000円、県公認審判員

のワッペン・バッチ代をそれぞれ1,800円と1,200円にする。また、日本協会のワッペン

（Ａ級を除く）は2,200円とする。

（３）平成26年度より、ママ連の審判員は日本（県）協会の登録は行わない。ただし、ママ

連の審判員であっても、小学生・中学生・高校・一般の審判を行う者は日本（県）協会

にも登録する。

5．「振興協力金（寄付金）」について（内1,000円は会費とする）

会長30,000円×１人＝30,000円

副会長25,000円×１人＝25,000円

専務理事25,000円×１人＝25,000円

常務理事25,000円×３人＝75,000円

理 事25,000円×６人＝150,000円

事務 局長25,000円×１人＝25,000円

監事25,000円×１人＝25,000円

運営委員20,000円×１８人＝360,000円

専門委員16,000円×４５人＝720,000円

Ａ級．Ａ侯審判員３，０００円×８人＝24,000円

Ｂ級審判員2,000円×110人＝220,000円

Ｃ級審判員1,000円×200人＝200,000円

合計394人1,879,000円

なお、名誉審判員、名誉会長、顧問、参与は、振興協力金（寄付金）一口５，０００円以上

の協力をお願いする。

6.ルールブックの職入について

６．９人制及びソフト・ビーチ別に希望した部数の代金は、各地区毎に４月20日までに納入

のこと。

7.平成26年度主な成績（東北大会優勝及び全国大会３位以上）

・少年男子東北選手権大会第１位

・山 形クラブ東北クラブ選手権大会優勝

・鶴岡工業高等専門学校女子東北地区高専体育大会優勝
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８.平成26年度表彰関係（県大会３連勝・東北大会２連勝及び全国大会３位以上）

・山形クラブ東北クラブ選手権大会２連勝

・鶴岡工業高等専門学校女子東北地区高専体育大会２連勝

・酒田クラブ東北クラブ選手権大会県予選会３連勝

９.平成26年度山形県体育協会表彰の被表彰者を推薦する。

１０.平成27年度日本バレーボール協会表彰の被表彰者を推薦する。

11.国際大会・招待試合等開催の県協会分担金について平成23.3.12改正

Ｖリーグ等開催分担金（寄付金）（平成７．３．１８決定、平成１６．３．６改正、平成１７．３．５改

正[単位：万円]下記表を原則とするが、収支状況に応じて減額を協議する。

金額は一日一会場の額とする。

「主要体育館」とは、山形県総合運動公園総合体育館、山形市総合スポーツセンター、酒田

市国体記念体育館、鶴岡市小真木原総合体育館とする。

市町村が希望する場合であっても、必ず地区協会を通すこととする。

他に、（公財)日本バレーボール協会・Ｖリーグ機構等が決定した分担金を納入するものとする。

行事別 分担基本金

Ｖ･プレミアリーグ(2G/日） 3０

Vプレミアリーグ(HG･IG/日） 2０

Ｖ・チャレンジリーグ ５

招待試合 1５

国 際ゲーム 3０

主要体育館
聞悩加算額

＋１５

＋1５

十５

＋１０

＋２０

その他の体育館
開脳加算額

+１０

+１０

０

十５

+２０

主要役員の
費等に要す

○

○

○

○

○

１２.県理事会開催の順序について

・定例理事会…原則として３月、５月に開催する。

・臨時理事会…会長が必要と認めた時に開催する。

・３月定例県理事会開催の順序

平成27年平成28年平成29年平成30年平成31年平成32年平成33年

山形山形新庄酒田米沢鶴岡長井

13.広報活動について

全国大会出場チームからの要謂で、パンフレット発刊の希望がある場合、協会体制をとり発

刊する。また、都度ＨＰ等で発信する。

発刊者は山形県バレーボール協会とする。

14.県協会の主催する大会及び識習会等を開催する場合は、主管する各地区協会または友好団

体と委託契約を締結する。

Ｃ競技委員会関係

１．重点目標

各種大会の円滑なる運営を図る。

（１）大会申し込み期限の厳守

（２）各大会要項の内容については上級大会要項と共通性を持たせる。

個人情報の取り扱いについての記載を徹底する。（要項・申込書）

（３）大会運営（競技中の各種問題）における対処に共通性を持たせる。

２．大会関連事項

－３８－
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⑤

２．

ｊ
①
②
③

１Ｉ

県大会の3位決定戦は、特に定めの無い場合は実施しない。

県内各種大会の参加料は、特に指示する場合を除き10,000円とする。

国体県予選会の県協会推聴チームは成年の部においては、前年度優勝チームと

する。

少年の部は、予選会実施年の高校新人大会で準決勝に進出した各チームとする。

国体県予選会の成年の部参加チーム数については、特に定めない。

ただし、Ｂ登録チームは参加できない。

国体県予選会少年の部、各地区の割り当てチーム数は下表のとおりとする。

④

－３９－

大会関連事項

（１）県大会に関すること

①県大会の3位決定戦は、

※平成22年度大会から、天皇杯・皇后杯県予選会を並行実施しているが、あくまで

運営は国体予選会とは別扱いとなる。

⑥天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会県予選会の出場（団体推薦）チー

ム数については下表のとおりとする。

１）クラブ・実業団に有効に登録したチームについては全て出場を認める。

２）各地区の推聴チームのカテゴリーは問わないので、昨年同様に推薦チームを

参加させて頂きたい。

３）県協会Ｂ登録チームの出場については、参加基塑の下に認める。

（２）全国大会等の開催について

平成27年度は予定なし。

（３）各種大会の申込みについて

①所定の申込み用紙を使用すること。

②申込期日を厳守すること。（参加料の払い込みについても）

③ＭＲＳ登録票またはエントリーシートのコピーを必ず添付すること。

県協会 指導 強‘ 上 小 汁 各地区協会 推薦合計

推蔚枠
男

１

女

１

男

１

女

１

男

１３

女

１４

男

女

１

１

計６

計６

男

１９

女

２０

団体 中体連 高体連 ソフバ連 ピーチ連 ママ連 大学連

推聴枠
男

４

女

４

男

４

女

４

男

１

女

１

男

１

女

１

女

１

男

１

女

１

山形・新庄 鶴岡・酒田 米沢・長井 推爵チーム数 開催地 計

少年男子 ６．２ ３．２ ３ ４ ０ ２０

少年女子 ８．５ ３°３ ５ ４ ０ ２８



（４）各種予選会開催地区（含、予定）一覧表［表－１］

(表－１）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■

（５）「大会結果」の報告

会の

大会 門誉会長

－４０－

（９）ルール改正などに伴う各種県大会の試合方法について

①各種県大会おいて、特に定めの無い場合は3セットマッチで行う。ただし、国民

体育大会県予選会は３セットマッチで行うが、６人制種別の決勝戦は５セットマッ

チとする。

②リベロプレーヤーの取り扱いは、全国大会の取り扱いに準ずる。

(10）各種県大会において、チームスタッフ（役員）の服装と徽章（ワッペン）について

①部長・監督はネクタイをしてジャケット着用するか、チームで統一されたウエア

を着用すること。

また、スタッフ全員が統一されたウエアを着用することも認められている。

②選手ユニホーム・チームウエア・シューズについては、ＪＶＡの公認メーカー製

（６）ユニフォームの競技者番号は、ルールに基づいた大きさのものを使用し、主将マー

クを必ず明示すること。国体に出場するチームは「県名」を明示すること。

（７）本年度の競技日程は別紙（Ｐ66）参照のこと。

（８）国民体育大会のバレーボール競技実施種別・参加人数について、本年度は下表と

なる。

種別 監督 選手 参加都道府県 小計 合計

成年男子 ６人制

成年女子 ６人制

少年男子

少年女子

１

１

１

１

１２

１２

１２

１２

１６

１６

２４

２４

２０８

２０８

３１２

３１２

１，０４０

大会名 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年度 平成30年度

全日本実業団６．９人制男女避手楠

大会山形県予選会
観岡 酒田 米沢 山形 新庄 長井

全日本クラプカップ６．９人制男女

優勝大会山形県予選会
山形 米沢 長井 餌岡 酒田 新庄

日本スポーツマスターズ大会山形県
予選会

鶴岡 長井 山形 酒田 米沢 新庄

国民体育大会山形県予選会(併設開悩）

天皇杯皇后杯全日本６人制バレー

ボール選手梱大会山形県予退会

酒田
沢
井

米
長

山形 長井 新庄 観岡

全国社会人東日本ブロック男女優勝

大会山形県予選会
米沢 観岡 酒田 新庄 山形 長井

全日本総合９人制男女選手桁大会

山形県予選会
長井 山形 新庄 餌岡 米沢 酒田

山形県社会人選抜バレー

大会

ボール優勝
米沢 新庄 山形 酒田 観岡 長井

山形県IH4クラプチャンピォンシップ
男子・女子バレーボール大会

山形 山形 山形 山形 山形 山形

』*LpI【ｒ，レーメJ,ーノレシングス些司=?皿ﾉ、=

(みちのくカップ）山形県予選会
長井 新庄 鶴岡 山形 酒田 米沢

山形県高校総体

山形県高校新人戦

山形県中学総体



，

力

なお２３年公認メーカー製以外の物はゴマークメー

名をテープで隠す､１Fになっている

マ、一ノヤー寺

(11）県協会主催の各種大会におけるカラーボールの割り当ては、主管地区協会の競技委

員会で決定する。

審判委員会関係

１．重点目標

（１）Ａ級審判員は、上級審判員としての資質を高める。

（２）Ｂ級及びＣ級公認審判員並びに県公認審判員は上級審判員を目指し、研修を重ねる。

（３）各地区で新規県公認審判員資格取得審査識習会を開催し、審判員を養成する。

（４）平成29年の南東北インターハイでは、男子バレーボールが山形県で開催されることか

ら、大会成功に向けて高体連の審判養成事業に協力していく。

２．施策

（１）Ａ級審判員は、日本協会及び東北協会の講習・大会に積極的に参加して研修に努める。

（２）Ｂ級審判員は、各稲県大会に積極的に参加する。

Ｂ級審判員については、県内で開催される東北大会等を活用して、レフリースクール

を開催し、研修の機会を設ける。

（３）Ｃ級及び県公認審判員は、各地区の大会に積極的に参加するとともに、各地区で講習

会を開催し、資質の向上を図る。

（４）主要大会時に「審友会」を開催し、情報の交換を行う。

３．県内主要大会各地区派遮審判員数

大会名 開催地
地域別派遣審判員数

山形 酒田 繊岡 新庄 米沢 長井 計

県高校総体 米沢 ３ ２ ２ ２ ２ １１

県中学総体 鶴 岡 １ １ １ １ １ ５

県高校新人戦 山形 １ １ １ １ １ ５

高校選手梅県予選会 山形 １ ２ ２ ５

県ピーチバレー大会 鶴岡 ２ ２ ２ ２ ２ １０

（１）審判委員長は上記の派遣の枠外とする。

（２）県高校総体は参加チームの帯同審判員から協力を得る。具体的には、金曜日の試合は

帯同審判員が審判を担当する。

（３）県中学総体は中体連所属の審判員を派遣する。

（４）高校選手権県予選会はＡ級審判員研修会とする。

（５）県ピーチバレー大会は県ピーチバレー連盟が指定する大会とする。

4．東北大会派遣

・東北高校選手権ＮＨＫ杯…高体連所属の上級審判員を２名派遣

・東北中学校選手権大会…中体連所属の上級審判員を２名派遣

・東北総体…上級審判員を２名派遣

－４１－



・東北総体…上級審判員を２名派遣

・東北小学生選手権…小（連関係者を２名派遣

、天皇杯．皇后杯東北ブロックラウンド…上級審判員を２名派遣

．みちのくカップ…９人制上級審判員を１名派遣

６人制Ｂ級識習会参加者を１名派遣

・東北高校新人大会…高体連所属の上級審判員を２名派遣

5．山形県内で開催される東北大会等への対応

・主催者からの依頼に基づき審判員を派遣する。

6．全国大会、東北大会及び講習会派遣

・ＪＶＡの指名の他、自費参加を含めて積極的に派遣する。

Ｅ強化委員会関係

１．強化目標

①小・中・高・大学・一般の各種間の連携を図り強化体制づくりをおこなう。

②国民体育大会ベスト８入賞

２．重点目標

①各種全国大会上位入賞

②第70回国民体育大会全４種別出場ベスト８獲得

３．強化方針

◎成年男子…山形選抜チームの継続強化、「ふるさと選手」の積極的活用

女子…プレステージインターナショナル（仮称）の強化

◎少年男女…高体連強化委員会で決定する選抜チームで、東北総体・国体に向け強化

を図る。

４．東北総体、国体の出場チームについて

◎成年男子：山形選抜を代表チームとする。

女子：プレステージインターナショナル（仮称）チームを核として

トライアウト方式による選手選考を行う（ふるさと依頼を除く）

◎少年男子：高体連強化委員会で決定したチーム

女子：高体連強化委員会で決定したチーム

５．その他

（１）ドリームキッズ事業への協力及び積極的活用

プレステージインターナショナル（仮称）との連携を図り、女子選手の強化及びオリン

ピックにつながる選手を発掘・育成する事業と位置付け積極的に活用する。

（２）選手育成プログラム、教材の作成

一貫指導体制の砿立に向けて、指導者が小学生から一般まで選手を育成強化するうえで

指針となる教材を作成できる準備を進める。

（３）教員採用試験対策への積極的な取り組み

小学校、中学校、高等学校における指導者が不足している。一人でも多くの教員を育成

できるよう県協会として手助けできる体制を作る。

（４）ふるさと選手との連携

本県出身選手でＶリーグ等で活畷している選手並びに大学生を成年選手として育ててい
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Ｆ

けるよう支援していく。

（５）平成29年の南東北インターハイを見据えた強化

高体連強化委員会と連携し、平成29年の南東北インターハイを見据えた強化を実施する。

指導普及委員会関係

１．重点目標

（１）指導者育成の推進及び資質向上研修の徹底

（２）若年層バレーボール人口の拡大に向けた事業の推進及び一貫指導体制の確立

（３）地区協会指導普及委員会・県協会各委員会との連携強化

（４）山形県スポーツタレント発掘事業への協力・連携

２．事業計画

①山形県バレーボール協会主催研修会・講習会

（１）平成27年度（公財）日体協公認指導員養成識習会（専門科目）

期日：平成26年９月26日（土）～27日（日）

１１月７日（土）

１２月５日（土）～６日（日）予定

会場：山形市

（２）平成27年度（公財）日体協公認上級指導員養成撫習会（専門科目）

期日：平成27年１０月３日（土）～４日（日）

１０月10日（土）～11日（日）予定

会場：山形市

（３）平成27年度山形県バレーボール指導者研修会

期日：平成27年１２月14日（日）ほか

会場：山形市

※（１）～（３）につきましては、受講講希望者が最少開催人数に達しない場合、

中止させていただくことがあります。

②日本バレーボール協会主催研修会・講習会・会織

（１）全国指導普及委員長会議

期日：平成27年２月28日（土）～３月１日（日）

会場：大阪府・ＨＯＴＥＬＰＬＡＺＡＯＳＡＫＡ

（２）2015年度公認指導者（公認講師・コーチ・上級コーチ）研修会

期日：平成27年８月29日（土）～30日（日）

会場：東京都・明治学院大学白金キャンパス

（３）2014年度（公財）日本バレーボール協会公認講師認定講習会

期日：平成27年12月12日（土）～13日（日）

会場：東京都・明治学院大学白金キャンパス

（４）平成27年度（公財）日体協公認コーチ（専門科目）認定灘習会

期日：平成27年８月８日（土）～12日（水）

会場：東京都・明治学院大学白金キャンパス

（５）平成27年度（公財）日体協公認上級コーチ（専門科目）認定識習会

期日：平成27年８月８日（土）～10日（月）
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１
１
１

日
土
木

く
く
く

高体連関係

の重点目標

（１）重点目標

①全国大会ベスト８位以内入賞

②男女国体出場並びに天皇杯得点獲得

③専門部組織の充実（南東北総体に向けた取り組み）

（ ２）施策

①トップチームの強化推進

②小学校・中学校・大学・社会人との連携強化（指導普及）

③南東北総体に向けた具体的な組織づくり

1．会議関係

県高体連専門部

（１）行事予定

Ｇ

１．

２．

①県高体連専門部第１回常任委員会４月21日（火）

②県高体連専門部競技委員会５月１５日（金）

③県高体連専門部審判委員会５月15日（金）

④ 第 6 6 回 県 高 校 総体６月５日（金）～７日

⑤東北高体連委員長会議（組合抽選会）６月12日（金）

⑥東北高校選手権（ＮＨＫ杯）大会６月26日（金）～28日

⑦全国高校総体（インターハイ）女子７月28日（火）～１日

⑧ 同男子８月２日（日）～６日

⑨東北高体連委員長会議８月22日（土）

⑩東北総合体育大会（ミニ国体）８月28日（金）～30日

⑪県高体連専門部競技委員会（春高）９月17日（木）

⑫ＪＶＡ長身者発掘育成・全国高体連東北ブロック強化合宿

９月18日（金）～20日

⑬第70回国民体育大会９月27日（月）～30日

⑭第68回全日本高等学校選手権大会山形県代表決定戦

１０月24日（土）～25日

⑮県高体連専門部審判委員会１０月24日（土）

⑯県高体連専門部競技委員会（新人）12月11日（金）

⑰第68回全日本高等学校選手権大会１月５日（火）～７日

１月９日（土）～10日

⑱全国高体連専門部委員総会１月18日（月）～20日

⑲東北高体連専門部委員長会議１月19日（火）

⑳第55回県高校新人体育大会１月30日（土）～31日

山形市

米沢市

米沢市

米沢市

青森市

青森市

大阪市

大阪市

岩手県

岩手県

山形市

(日）

③その他

（１）地域スポーツクラプとの協力・連携

（２）一貫指導体制構築に向けた取り組みの推進（県協会強化委員会との連携強化）

（３）山形県スポーツタレント発掘事業（YAMAGATAドリームキッズ）への協力

(日）

１
１

日
水

く
く

岩手県

和歌山県

山形市

山形市

山形市

東京都

東京都

吹田市

吹田市

天童市

(日）

１
１
ｊ

木
日
水

く
く
く

(日）
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（４）そ

⑳東北高校新人選手権大会２月５日（金）～７日（日）福島市

⑳県高体連専門部第２回常任委員会２月17日（水）山形市

の他

①登録全チーム参加による県高校総体の開催（開催地区：置賜地区）

②平成27年度全国高校総体（男子）に桑原健輔先生が本部指名により派遣

③平成27年度全日本高校選手権大会に伊藤薫先生が本部指名により派遣

④学校委嘱コーチ・監督のベンチ入りを認める。（県新人・選手権は26年度より実施）

⑤県高校総体開催地区輪番について

※27年度は最北地区開催の予定で準備を行っていただいていたが、県高校総体と東

根市のさぐらんぽマラソンの開催期が重なり宿泊は困難、よってバレーボール競

技を１週早めるか、他地区開催の打診が県高体連事務局よりあり、調整の結果、

２７年度は置賜地区開催とする。２８年度以降は調整中。

県高校総体バレーボール競技開催地区(５地区輪番）Ｈ26.2現在

開催年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度

輪番(案） 最北 村山 田川･(飽海） 置 賜 飽 海 最北今置賜

開催年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度

輪番（案） 未定 村山 未定 未定

※県高体連から示された輪番です｡(他競技との関わりがあります｡）

⑥平成27年度第66回山形県高等学校総合体育大会バレーボール競技

期日：６月５日（金）～７日（日）

会場：米沢市営体育館２面・男子（５～７）準決勝・決勝（男女）

米沢興譲館高等学校体育館２面・男子（５～６）

川西町民体育館２面・女子（５～６）

米沢中央高等学校体育館２面・女子（５～６）

⑦第68回全日本バレーボール高等学校選手権大会山形県大会（春高バレー）

期日：平成27年１０月24日（土）～25日（日）

会場：山形市総合スポーツセンター

◎県高校総体ベスト８による決定戦とする。

⑧平成27年度山形県高等学校新人体育大会バレーボール競技

期日：平成28年１月30日（土）～31日（日）

会場：山形県総合運動公園４面（30．女子）（30～31）単決勝・決勝（男女）

山形県体育館２面（３０．男子）

山形中央高等学校体育館２面（３０・男子）

※例年の開催期である23日（土）・２４日（日）はソフトテニス競技の東北大会

（インドア大会）が山形県開催であり、山形市スポセン・県総合運動公園と

もに使用不可。よって１週ずらした。

⑨国民体育大会山形県予選会（少年の部）の持ち方について

県高体連競技委員会提案（24年度以降）

・平成23年度に常任委員・競技委員の臨時会議等を股け、各地区の意見等も集約しな

がら普及・強化・他大会日程の面からも競技委員会で検討を重ねた。

◎県国体予選会は実施せず、７月に実施される主会期には山形県チーム選手（Ａ・Ｂ

チーム等）のみを選手登録とする。
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・県新人大会・県高校総体を山形県チームの選手選考会と位置づけ、早期の強化策を

図る°

東北高体連専門部

（１）東北高校選手権（ＮＨＫ杯）大会の選手エントリー人数は14名以内とする。

期日：平成27年６月26日（金）～28日（日）

会場：新青森総合運動公園「マエダアリーナ」

抽選会：６月１１日（水）

（２）第42回東北総合体育大会

期日：平成27年８月28日（金）～30日（日）

会場：花巻市総合体育館

（３）９ブロック合宿（東北ブロック）

期日：平成27年９月18日（金）～20日（日）

会場：オガールアリーナ・紫波町総合体育館

・ブロック合宿の各県代表人数を男女各２名とする

・ブロック１位～３位の選出選手はジュニアオールスター大会に参加する。

（４）第５回東北高校新人選手権大会

期日：平成28年２月５日（金）～７日（日）

会場：国体記念体育館・あづま総合体育館

鋤ﾁｰﾑ：各県新人大会の上位２チーム（男女）

競技方法：第１日目に３チームによるプロックリーグ予選を実施。第２日目に各ブロック

１位による準決勝・決勝を行う。３位決定戦は行わない。

（５）南東北インターハイについて（福島．宮城・山形）

・開催年度・平成29年度

・男子：山形県女子：宮城県の開催が正式決定。

・平成27年10月に会場視察（全国高体連バレーボール専門部）

・実施要項作成（全国専門部に提出、全国委員総会にて発表）

全国高体連専門部

（１）全国高体連加盟チーム登録数の推移

12年度 １３年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

7,607 7,529 ７，４４６ 7,398 7,338 7,309 7,239 7,122

20年度 21年度

7,021 6,829

－７８－８３－４８－６０－２９－７０－１１７－１０１－１９２

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

6,834 6,546 6,470 6,411 6,408

－ １ ３ ９ － １ ４ ４ － ７ ６ －５９－３

※山形県登録選手

Ｈ２４：男子421名女子751名合計1172名登録チーム男３１女５０

Ｈ２５：男子422名女子635名合計1057名登録チーム男３１女４７

Ｈ２６：男子431名女子665名合計1096名登録チーム男３１女４３

（２）使用球について

２７年度使用球…男子 ： モ ル テ ン 女 子 ： ミ カ サ

※標記方『モルテンV5M5000』『ミカサＭＶＡ３００』

（３）第68回全日本バレーボール選手権大会について

期日：平成28年１月５日（火）～７日（木）

－４６－



平成28年１月９日（土）～10日（日）準決勝・決勝

会場：東京体育館

鵬ﾁｰﾑ：男女各52チーム

（４）コーチングキャラバンについて

２０１２これまでの形態は廃止し、バレーボールのムープアツプとしての取り組みを実施。

２０１３小中高一貫指導（高校が拠点となり、地域の小中学生のバレーボール教室を実践。）

20142013同様

20152014同様

（５）リベロプレーヤーに関する取扱いについて（ルールの適用）

リベロプレーヤーは、チームキャプテンにも、ゲームキャプテンにもなることができない。

※２３．２４．２５２６年度の本県の取り扱いとしては従来通りの取り扱いとしてきた。

※27年度についても本県の取り扱いは従来通りとする。（チームキャプテンにはなれ

るがゲームキャプテンにはなれない。）あくまでも山形県高体連特別ルールとして適

用（ローカルルール）

（６）ウエア・シューズ・サポーター公認制度について

公認制度の適用により全国専門部（競技委員会）にて規定集を作成中。

全国大会（インターハイ・春高）には適用するが、都道府県大会には適用なし。

東北ブロック大会については適用なし。

（７）全国大会派遣審判員に対するスキルアップ学習会の実施。（審判クリニック前）

（８）ＪＶＡ個人登録への協力（卒業生への対応も含）

（９）試合終了時の監督の審判員へのあいさつの指導を奨励

(10）ユニホームの上衣をパンツの中へ入れる指導、アンダーウエアのはみ出し禁止。

アンダーウエアを着用する場合は全員が統一しなければならない。

半袖のユニホームで長袖のアンダーウエアの着用は禁止。せいぜい、襟ぐちからはみ出

す程度のものとする。

(11）暴力・体罰を伴った行過ぎた指導の厳禁、生徒の健康管理についても十分に配慮する

こと。

(12）その他

◎ルールの取扱い（あくまでもケガの場合）

○チームの選手が７名の場合（選手６名・リベロ１名）

・スタートの選手がゲーム中にケガによりプレーが続行できない状況になった場

合、リベロプレーヤーが復帰できる。

・退場になった場合はリベロプレーヤーはスタート選手に復帰できない。

・ユニフォームについては相手チームの了解があればそのままでよい。

◎タッチネットのルール変更（詳細は審判委員会より）

◎公式練習時のコートを使用していないチームの練習について（詳細は審判委員会より）

◎フリーゾーンの変更エンド８ｍ→6.5ｍサイドは５ｍのまま

(13）インターハイのグループ戦について

◎出場する全チームが予選グループ戦に参加する形式を平成27年度全国高校総体（大阪）

より実施する。

変更理由：①春高バレーが１月開催となり、３年生が出場するようになった。イン

ターハイが新チームでの初めての全国大会ということになる。
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(14）給水について（ＪＶＡ競技委員会が熱中症対策として提案。強制ではな

よい。）

熱中症防止を目的に13点に達したら「給水のためのタイムアウト」を設’

きる。

時間は基本的には60秒、監督が戦術的な指示をするのではなく、給水・Ｉ

とする。全国的には取り入れているケースが多い。特に夏期の大会で採用。

を設けることがで

給水・汗拭きの時間

②シードチームは決勝トーナメント２回戦からの出場となり、グループ

戦で１～２試合、決勝トーナメントで１試合行ったチームとの対戦と

なる。

③グループ戦に全チームが出場した場合、各チームが必ず最低２試合行

うことができる。

④過去４年間のシードチームの決勝トーナメントでの結果などを参考

にした。

※従来の４チームを決勝トーナメントに進出させる方式では残り52チー

ムを13組に４チームずつ入れていくが、全チームを予選グループ戦から出

場させると１組増え１４組となる。グループ戦は39試合から42試合に増え

る。必要コート数は従来と同様の７面である。すべてのコートで６賦合。

て（ＪＶＡ競技委員会が熱中症対策として提案。強制ではなく採用しても

３．南東北インターハイ関係（平成29年度開催）

（１）大会開催までの流れ（強化関係を除く）

①平成26年度

・高体連専門部の組織づくり（全国大会を見据えた組織づくり）

・予算書（概算）の作成

・県準備室との打ち合わせ、協議

・東京インターハイ視察

準備状況説明会の視察員派遣（結城純、山田氏）

予選リーグ組み合わせ抽選会への視察員派遣（小俣氏）

決勝トーナメント及び大会・競技運営の視察員派遣（横漂氏）

・競技会場（３会場）及び練習会場の選定（１２会場・２４面程度）

・その他

②平成27年度（大阪府開催）

・競技会場視察'０月中旬（全国専門部部長・競技委員長）

・全国高体連専門部へ実施要項（案）の提出

・予選グループ戦・決勝トーナメント抽選会の視察

・大会（大阪）運営等の視察（５名派遣予定：男子競技全日程）

・競技運営への対応

大会運営の具体的な組織づくり

総務・競技・審判・式典等の各担当主任の決定

コートアシスタント（300名程度）

③平成28年度大会

・準備状況説明会への出席（視察：後催県として）７月上旬

・予選グループ戦・決勝トーナメント組合せ抽選会の視察

・大会（山口）、運営等の視察（各組織のデータの受け取り）
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・山形市庁内に準備室の設置？（専門部として担当者派遣）

・実施要項等の完成

・プレ大会（東北新人大会：２９年２月開催）

・従事者マニュアルの作成・完成

④平成29年度大会（山形県開催）

・準備状況説明会の実施（山形市を会場に宮城県と）

※山形市内ホテルを予定（29年７月予定、本県協会役員出席）

・予選グループ戦の抽選会の実施（男女）

※テルサホールなどのステージホールを予定

・開催期日：平成29年７月29日（土）～８月２日（水）（男女同時期開催）

：２８日（金）総合開会式（県総合運動公園陸上競技場）

・大会運営（セレモニー関係の実施・プログラム・報告書、その他の作成）

競技会場（予定）

会 場名
競 技日 程

１日目 ２日目 ３日目 ４日目

山形市総合スポーツセンター第１体育館 ○ ○ ○ ○

天童市スポーツセンター総合体育館メインアリーナ ○ ○ ○

寒河江市民体育館アリーナ ○ ○

くコート及び試合数＞

◇予選リーグ３会場７面４２試合各コート６試合

山形市スポセン３面・天童市スポセン２面・寒河江２面

※全競技終了後、決勝トーナメント組合せ抽選会

◇決勝トーナメント12回戦３会場６面２６試合

山形市スポセン２面・天童市スポセン２面・寒河江２面

◇決勝トーナメント３．４回戦２会場４面１２試合

山形市スボセン２面・天童市スポセン２面

◇決勝トーナメント準決勝・決勝１会場２面・特設

山形市スポセン２面→特設

平成25年度において、知事、県教育長、競技会場のある市町村への依頼済み。

空調設備が山形市スポセンのみ（懸念材料）

※ ては

組織の充実

総務・競技・審判・広報・強化指導組織の充実

・地区を超えた人材の配圃（協力体制）

・協会・高体連・専門部はもとより、コートアシスタントの育成が重要

※輪番では28年度（29年２月）に東北高校新人大会が本県開催になる。そ

の大会をプレ大会とする。
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Ｈ中体 連関係

１．重点目標

（１）全国大会での上位入賞を目指した競技力の向上

平成28年に本県（天童市）で開催される東北大会での上位入賞を最低目標に、その後

の全国大会での競技成績にも確実に反映されるようにしたい。そのレベルに照準を合わ

せた強化練習会の実施と優秀選手を発掘し、中高連携した形で事業を企てていくことが

必要である。

（２）競技人口の拡大と指導者・審判員の研修

小・中．高の一貫指導体制の確立を目指して協力していく。また、指導者研修会への

積極的な参加を促し、強化・普及の両面において指導法を学びながらバレーボールの楽

しさを味わえる選手の育成をしていきたい。

審判委員会の設立により人員確保とともに研修を深め、本県開催の東北大会に向けた

技量を上げていく。

２． 会議関係

）県専門部

NＯ 会賎名 期日（予定） 会場

１ 第１回専門部会 ５月上旬 山形市

２ 第５５回県中学総体競技委員会 ７月８日（水） 餌岡市

３ 強化委員会 ７月２４日（金） 観岡市小真木原総合体育館

５ 第２回専門部会 １０月上旬 山形市

６ 第４６回県通抜大会競技委貝会 ２月１３日（土） 山形市

（２）全国・東北中体連専門部

No. 会議名 期日（予定） 会場

１
東北中学校体育連盟専門部総会

第１回東北中体連専門委員長会磯
５月中旬 宮城県仙台市

２ 第２回東北中体連専門委員長会議 ７月２８日（火） 福島県郡山市
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※決定している期日はゴシック体にしてありますも

－５１－

1～６．．･中体連主管大会・事業７～10…バレーボール協会字管大会・事業

事業予定

Nb． 大会・耶業名 期日（予定） 会場

１ 第５５回山形肌中学1劃$合体育大会
７月２４日（金）

～２６日（日）

◇田川ブロック

孤岡市′j真木原総合体育館（女子･男女噸R韻~）

餌岡市羽黒体育館（男子〕

２ 第４５回東北中学校バレーボール大会
８月７日（金）

～９日（日）

◇福島県郡山市

郡山総合体育館･郡山カルチャーパーク体育館

３ 第４５回全日本中学佼選手樋大会
８月２１日（金）

～２４日（月）

◇北海道旭川市

旭川大雪アリーナ・旭川市総合体育館

忠和公園体育館･旭川実業高等学校体育館

４

第３６回山形県中学校新人体育大会

（南北ブロック大会）

第２２回山形県中学校新人体育大会

(決勝大会）

１０月１７日（土）

１１月１４日（土）

◇南ブロック

長井市生涯学習プラザ体育館･長井南中体育館

◇北ブロック

葉山中体育館・大石田中体育館

◇決勝大会

山形県総合運動公園体育館

５ 東北ﾌ゙ ﾛｯｸ中学校ﾊ゙ ﾚー ﾎ゙ ﾙー指導者研修会 １０月下旬 山形市内中学校体育館（予定）

６
県中体

(優秀

連優

指定

秀指定事業

避手強化練習会）
１２月５日（土） 山形県体育館

７

第１０回

Ｕ－１４クラプチャンピョンシップ大会

同東北大会

９月１２日（土）

～１３日（日）

１１月

上山市生涯学習センター

男子：宮城県（予定）

女子：岩手県

８

<レーボール避抜大会

２月２６日（土）

～２７日（日）
山形県総合運動公園体育館

９
第
全

２９回

岡都道府県対抗中学バレーボール大会

７月４日（土）

８月１６日（日）

９月２１日（月）

１２月１２日（土）

１２月１２日（士）

１２月２５日（金）

～２８日（月）

陵西中・西川町民体育館（県避抜週手ﾄﾗｲｱｳﾄ）

山形市立第一中学校（同最終遷考会）

選手団結団式（山形県スポーツ会館）

避手団壮行会（山形市内）

中学・高校県代表チーム壮行談合（同上）

大阪市中央体育館

ボディーメーカーコロシアム（大阪府立体育会館）

１０
第２回王将カップ

東北バレーボール中学生女子強化練習会

１０月３１日（土）

１１月１日（日）
山辺中学校体育館予定



Ｉ小学生バレーボール漣調関係

１宜点目標

（１）「ど真ん中に子供がいる」をキャッチフレーズに、子供を組織や大人の犠牲にしません。

（２）バレーボールの楽しさを多くの子供たちに伝え、バレーボール人口の拡大に努めます。

（３）体罰・暴力は許さない指導に取り組みます。

（４）指導者及び審判員の資質の向上と新しい人材の育成に努めます。

２主催事集

日､っ一二Ⅱ－－つーＬ＋ｐ･ロローヂ、÷今

協力事菓

（２）新人交流大会県大会

４会臓・研修等（予定）

（１）日本小学生バレーボール連盟評議委員会、全国会畏懇談会・全国理事長懇話会

（２）東北小学生バレーボール連盟理事会（年２回）

５参考資料

（３）県大会及び簿習会の開仙担当地区

（ け､ツプｕ

（４）全国スポーツ少年団バレーボール交流大会（男子）

－５２－

大会及び事業内容 開悩期日 開催会場 担当

１ 平成Z7年度山形県小学生バレーボール連盟理耶会 平成27年４月26日 山形市スポーツ会館 総務

２
第35回全日本バレーボール小学生大会

県予選実行委員会
平成27年４月26日 山形市スポーツ会館 山形地区

３
全日本小学生バレーボール連盟審判鱒習会
山形凧伝逮購習会

平成27年５月３日 餌岡市小学校体育館 審判

４
第35回ファミリーマートカップ
全日本小学生バレーボール大会「山形県大会」

平成27年７月４日
～５日

山形市総合スポーツセンター体育館 山形地区

５
ＪＶＡゴールドプラン
Ｖリーグ適手といっしょにバレーボール教室

平成27年９月６日 天童市スポーツセンター体育館 山形地区

６
第23回県民スポーツフェスティバル
少年少女バレーボール大会

平成27年10月12日 山形県総合運動公園体育館 山形地区

７ 第30回新人交流大会「山形県大会」 平成27年11月29日
米沢市営体育館

米沢市立第１中学校体育館
米沢地区

８
鯖１３回全国スポーツ少年団
バレーボール交流大会県予週会（女子）

平成27年12月13日 寒河江市民体育館 山形地区

大会及び事業内容 開催期日 開催会場 側 考

１
第35回ファミリーマートカップ
全日本小学生バレーボール大会

平成27年８月１１日
～１４日

川崎市とどろきアリーナ、町田市立総合
体育館、浦安市運動公園総合体育館、
所沢市民体育館

２ 第30回東北小学生バレーボール週手梱大会
平成27年９月19日

～20日

福島市あづま総合体育館
国体記念体育館

３
第６回山形県小学生バレーボールクラブ大会

(1次大会・２次大会）
平成28年１月16日

～１７日
山形市総合スポーツセンター体育館 山形地区

４
第13回全国スポーツ少年団バレーボール交流
大会

平成28年３月27日
～３０日

福岡県福岡市各体育館

地区 山形 餌岡 酒田 米沢 長井 新庄 開仙地 合計

男子 ２ 1 １ １ １ 1 ８

女 子 ２ 1 1 １ １ １ １ ８

地区 山形 鎚岡 酒田 米沢 長井 新庄 合計

男子

女子

４

４

２

３

１

２ ２

１
．
２ ３

1０

１６

混合 ３ １ １ ８１

大 会等 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

全国大会山形県大会 山形 山形 山形 山形 山形 山形 山形

審判伝逸鱒習会 米沢 鶴岡 新庄 長井 山形 酒田 米沢

県民フェスティバル県大会 股上 村山 伍賜 庄内 最上 村山 歴賜

新人交流県大会 酒田 米沢 鍋岡 新庄 長井 山形 酒田

東北小学生避手梱大会 岩手 福島 宮城 山形 秋田 青森 岩手

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

出場担当県名 山形 秋田 宮城 福島 岩手 青森 山形



Ｊママさん連盟関係

１．重点目標・登録チーム数、登録会員の確保・増加と、連盟組織の強化をめざす。

・ママさんバレーボールチームの相互の親睦を深める。

・審判員の資質の向上と、人材の育成に努める。

・山形県ママさんバレーボール連盟創立40周年記念事業を、９月27日に実施する。

２．会議関係・全国連盟、東北連盟の会議への出席、県理事会、常任理事会、各種大会打合せ

の開催

３．事業関係

期日 事業名

３月２１日(土） 第２６回東北地区役員親睦会秋田県大潟村村民体育館

～２２日（日） (泊）ホテルサンルーラ大潟

４月１５日(水） (平成２７年)第２９回一般社団法人全国ママさんバレーボール連盟審判研修会

～１６日(木） 奈良県橿原市

４月１９日（日） (平成２７年)山形県ママさんバレーボール連盟審判研修会高畠町営体育館

長井１・山形３・他各地区２名計１２名オブザーバー各地区３名

５月３１日（日） 第４６回全国ママさんバレーボール大会山形県予選会山形県体育館（予定）

長井１・米沢１・山形３．最北１・鶴岡１・酒田１計８チーム

６月１３日(土） 第３５回東北ブロック審判研修会宮城県富谷町総合運動公園内富谷武道館

～１４日（日） ☆ 参 加 者 ☆ オ ブザーバー指導者宮城県審判長・青森県審判長

７月１２日〈日） 第４１回山形県ママさんバレーボール親善大会庄内町総合体育館

長井１・米沢１・山形２．最北１・鶴岡２・酒田１計８チーム

8月７日(金） 第４６回全国ママさんバレーボール大会宮城県セキスイハイムスーパーアリーナ

～１０日(月） 派遣審判員富谷スポーツセンター

８月２３日（日） 東北ミサワホーム第２２回山形県ママさんバレーボールベにぱな大会酒田市国体肥念体育館

クラブＡ・Ｂの部長井１・米沢２・山形３．最北２・鶴岡２・酒田２計１２チーム

いそじの部（５０歳以上）・ことぷきの部（６０歳以上）は県大会へオープン参加

９月１３日（日） 第４１回ＹＴＳ杯山形県ママさんバレーボール優勝大会川西町民体育館

長井１・米沢２・山形３．最北２．観岡２・酒田２計１２チーム

９月２７日（日） 山形県ママさんバレーボール連盟創立４０周年記念祝賀会山形市山形国際ホテル

１０月４日（日） 第５回全国ママさんバレーボール冬季大会山形県予選会長井市睡賜生涯学習プラザ体育館

長井１・米沢１・山形３．最北１．鍋岡１・酒田１計８チーム

１０月１０日(土） 第４３回東北ママさんバレーボール大会福島県福島市国体記念体育館

～１１日（日） 各県クラブの部２．いそじの部１・ことぷきの部１計４チーム協力籍判員２名

１０月３１日(土） 第３８回山形県ママさんバレーボール若葉大会東根市民体育館

～１１月１日（日） Ａブロック５０歳以上．Ｂブロック５５歳以上．Ｃブロック６０歳以上

１１月６日(金） 第２０回全国家庭婦人バレーボールことぷき大会福岡県北九州市総合体育館

～８日（日） ことぶきの部おふくの部ほか

１１月２９日（日） 第２７回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会山形県予選会未定

オープン参加

１２月１１日(金） 第５回全国ママさんバレーボール冬季大会鹿児島県鹿児島アリーナ

１４日(月）

平成28年３月５日(土） 山形 県マ マさ んバレーボール連盟理事会長井地区

～6日（日）

３月１１日(金） 第２７回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会滋賀県立体育館ほか

～１３日（日）

－５３－



Ｋソフトバレーボール連盟関係

１．重点目標

県協会及び各地区協会と連携して組織の強化や傭報の共有化をはかり、更なる普及・発

展を目指していく。東北・各全国大会の派遣事業を積極的に行い、全国の仲間との交流と

親睦を深める。

①総務関係：財源の安定（全国派遮）・個人登録制の中でのチーム登録

②競技関係：大会結果の集約と保存・競技運営のマニュアル化の再検討

③審判関係：リーダー研修事業の酒田地区開催・マスターリーダーの更新と増員

④指導普及関係：チーム登録と個人登録の検討・各地区普及状況の掌握と指導

２．山形県関係

3．東北ブロック関係

４．日本連盟関係

－５４－

事 業 期日 会場 備考

大
会

第26回全国ファミリー

フェスティバル

平成27年度全国レディス･メンズ
交流大会

第23回全国シルバーフェスティバル

第４回全国スポレクフェスティバル

第28回全国健康福祉祭
(2O15ねんりんビック）

７月３１日(金）

～２日（日）

１０月２日（金）
～４日（日）

10月10日(土）
～１２日(月）

11月６日（金）
～８日（日）

10月17日(土）

～19日(月）

石川県白山市

松任総合運動公園体育館

愛知県一宮市
一宮市総合体育館

大阪府枚方市
パナソニックアリーナ

新潟県上越市
リージョンプラザ上越

山口県周南市ｷﾘﾝﾋ゙ ﾊ゙ ﾚｯ
ｼ周南総合ｽﾎ゙ ﾂーｾﾝﾀー

最北地区派遣

し米沢地区派遣
メ酒田地区派遣

山形地区派遣

長井地区派遣

予選勝者派遣
(鶴岡）鶴岡美原

日本ソフト連盟評議員会(26年度）

全国審判委 員長会研修会(26年度）

３月14日(土）

３月15日（日）
東京都日本青年館Ｉ
〕〔京都立江戸川高校

佐藤三幸参加予定

笹利香参加予定

事 業 期日 会場 備考

大
会

第30回山形県フェスティバル兼
東北ブロックフェスティバル県
予週会

第24回山形県健康福祉祭兼
ねんりんビック県予選会

第23回県民スポーツ・レクリエー
ション祭

第23回エンド－杯フェスティバル

７月20日(月）

９月１３日（日）

１０月１１日（日）

12月６日（日）

歩と汗x巴匹UE匹蝿堅逗睦子邑冒〆

ラザ

山形地区

山形市江南体育館

山形地区
天童市県総合運動公園

山形市スポーツセンター

ﾌｧﾐﾘー･ﾌ゙ﾛﾝｽ゙･ｼﾙﾊ゙ ・ー

ｺ゙ ﾙーﾄ゙･ﾌﾘー･ﾚﾃ゙ｨｽ･ﾒン
ｽ゙・ﾚﾃ゙ｲｽｼﾙﾊ゙ー

60歳以上･50歳以上

ファミリー・トリム

ファミリー・トリム

会
織’

第１回理事会（専門委員会①）

審判委 員会②

総務委，罰会②

旨導普及委員会②

競技委員会②

第２回理事会（専門委 員会③）

４月26日（日）

７月20日(月）

９月６日（日）

１０月25日（日）

12月６日（日）

２月13日(土）

山形市スポーツ会館

長井慨賜生涯学習プラザ

山形市江南体育館

県総合運勤公園体育館

山7m診『 7スポーツセンター

山形『テスポーツ会館’

事業・予算

ルール改正の伝達

個人登録制度

リーダー講習会

参加資格の検討

決算・反省

事 業 期日 会場 備考

大
会

第27回東北ブロックフェスティバル ９月22日(火） 青森県青森市青い森ア

リーナ

ﾌｧﾐﾘー･ﾌ゙ﾛﾝｽ゙･ｼﾙﾊ゙ ・ー

ｺ゙ ﾙーﾄ゙･ﾌﾘー･ﾚﾃ゙ｨｽ･ﾒン
ｽ゙・ﾚﾃ゙ｲｽｼﾙﾊ

◆

識
習

平成27年度リーダー研修事業 月日（） 酒田 更新受鱗者

会

織
東北ブロック理事会 ９月２１日(月） 青森県青森市青い森ア

リーナ

事業報告計画
ブロック大会の運営


























