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千葉県小学生バレーボール連盟 

令和４年度 定 期 総 会 

◼ 令和 4年 4月２日（土）19：00~（zoom入室受付 18:３0～） 

zoom によるリモート会議 

 

１． 開会の言葉  （築山副会長） 

２． 会長挨拶   （高橋会長） 

３． 議長選出    議長：高橋会長（規約 12条により） 

 

４． 議   事 

（１） 報告事項 

① 令和 3年度 各委員会事業報告  

競技委員会（鈴木正） 審判委員会（小林） 指導普及委員会（藤兼）  

強化委員会（栗林） 倫理委員会（鈴木芳）総務委員会（会田） 

② 令和 3年度 決算報告    （田中） 

③ 令和 3年度 決算監査報告  （林・押本） 

 

（２） 審議事項 

① 令和 3年度 決算承認について 

② 令和 4年度 運営基本方針（案）について（小野寺） 

③ 令和 4年度 各委員会事業計画（案）  

競技委員会（鈴木） 審判委員会（小林） 指導普及委員会（藤兼）  

強化委員会（栗林） 倫理委員会（鈴木芳）総務委員会（会田） 

④ 令和 4年度 予算（案） （田中） 

⑤ その他  

 

５． 連絡事項 

① 県小連主管３大会の開催要項について    （鈴木正） 

② 日本協会・日小連・関小連関係事業について （小野寺） 

③ 第 3８回関東小学生バレーボール大会（千葉県開催）について（鈴木正） 

③ 大会プログラム広告協賛社募集について（会田） 

④ 県小連登録について（田中）  

⑤ その他 

 

６． 閉会の言葉  （山下副会長）    
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報告事項 

◆ 令和３年度各委員会事業報告 

◼ 競技委員会 

■第 41回全日本バレーボール小学生大会千葉県大会 

  男子県大会初日        令和 3年 6月 10日（日）四街道総合公園体育館 

  女子県大会初日  令和 3年 6月 13日（日）山田 B＆G海洋センター/栗源 B＆G海洋センター 

                                     のさかアリーナ/大網市立白里小学校 

混合県大会初日        令和 3年 6月 13日（日）のさかアリーナ/大網市立白里小学校 

決勝大会           令和 3年 6月 26日（日）船橋アリーナ 

 

 男子 女子 混合 

優勝 丸山 VC ボーイズ みつわ台クラブ 印旛ヴィクトリー 

準優勝 てっぺん 小金原 JVC 市川 

第 3位 
佐原クラブ 城西ジュニア 大穴 JSC 

松戸ミライズ 八千代台 VBC 大網白里 

ベスト 8 

BRAVES・塚田 SC・ 

ｸﾛｰﾊﾞｰ・V四街道・ 

SPORTS ACADEMY RAD 

ｸﾛｰﾊﾞｰ V四街道・ 

坪井 VBC・ 

つばきジュニア・J フレンズ 

- 

全国大会出場チーム 男子：丸山 VCボーイズ  

女子：みつわ台クラブ  

混合：印旛ヴィクトリー 

                  ※新型コロナウイルス感染症の影響により全国大会中止 

 

■第 37回関東小学生バレーボール大会千葉県大会 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

関東大会出場推薦チーム  

第 41回全日本バレーボール小学生大会千葉県大会の結果を参考に出場推薦チームを決定。 

 

 男子 女子 混合 

第 1代表 丸山 VC ボーイズ みつわ台クラブ 印旛ヴィクトリー 

第 2代表 てっぺん 小金原 JVC 市川 

第 3/4代表 - 
城西ジュニア 

八千代台 VBC 
- 

 

■モルテンカップ第 41回千葉県小学生バレーボール新人大会 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 
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◼ 審判委員会  

件    名 期  日 場    所 

全国審判研修会 

全国審判長会議 
4月 17日（土） 都道府県審判員長会議 オンライン会議 

県小連春季審判伝達講習会 中止 中止 

第 41回全日本バレーボール 

小学生千葉県大会 

初 日・決 勝 

6月 
四街道総合公園体育館 

船橋アリーナ 

全国大会出場チーム対象 

ラインジャッジ講習会 
中止 中止 

第 41回全日本バレーボール 

小学生大会 
中止 中止 

関東審判研修 

関東審判長会議 
中止 中止 

第 37回関東小学生バレーボ

ール大会千葉県大会 

初 日・決 勝  

中止 中止 

第 37回関東小学生 

バレーボール大会 
11月 27日、28日 群馬アリーナ 

公認 C級審判員取得講習会 中止 中止 

モルテンカップ 

第 43回県新人大会 

初 日 ・決 勝 

中止 中止 
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◼ 指導普及委員会 

1. 2021年度日本スポーツ協会公認スポーツ指導者更新講習会(1回) 

内容：日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の更なる資質向上と活動促進を図る。 

実施日・場所：2021年 8月 21日 松戸商工会議所 

講師：一般社団法人日本スポーツコーチング協会 詫摩浩一先生 

参加数：13名 

所感：コロナ対策を行い、広い会議室を使用し、更新講習会を実施した。一番重要な事は、目標達成の意志＝

選手のやる気が競技における根底という内容の講義であった。 

2. 令和三年度 U10交流大会 

内容：スポーツを通じて知り合える多くの仲間たちとの交流を図り、バレーボールの底辺拡大を担う。 

実施日・場所：南総(夏季)、北東・北西(秋季)に各支部会場で開催した。千葉県ローカルルールの適用により、コ

ートに入った子供たち全員にサーブが経験出来る結果となり、またギャラリー開放により、拍手等の観

戦方法変更の中、熱戦が繰り広げられた。次年度は、今年度の反省点を生かす形でオリジナルルー

ルを検討し、交流大会を開催する。 

3. 小学生バレーボーラーのための食育講座(1回/2回) 

内容：小学生バレーボーラーとしてスポーツ選手に必要な食事と栄養摂取を理解する。 

実施日・場所：新型コロナウイルス影響により中止。 

◼ 強化委員会 
 

・支部選抜大会 

新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 

 

◼ 倫理委員会 

 今年も新型コロナウイルスの感染拡大という事態に陥り、昨年に続き不自由な生活を強いられた 1年となりまし

た。蔓延防止等重点措置の発令や外出自粛要請、営業自粛要請を受け、みなさんの生活も何かと不便の多い日

が続いたことと思います。 

 “3密の回避”や“ソーシャルディスタンスの確保”など、そしてテレワークの急速な普及により、おうち時間を活用した『お

うち〇〇』もたくさん登場しました。 

そんな激動の 2021年を振り返ってみると、失ったものも多かったかもしれませんが、with コロナだからこそ得られたもの

も決して少なくないのではないでしょうか。 

 

今年度は、コロナ関連の通報が 1件、指導者の責任感に関する通報が 1件でした。指導者と保護者との信頼関係

が希薄な為に起きていると考えられます。 

小学生スポーツでは、保護者や家庭との連携・協力は運営上の基盤です。 

保護者との信頼関係を築いていきましょう。 
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◼ 総務委員会 

１．常任理事会・理事会等の開催 

会議の種類 開催期日 会    場 主な内容 

定期総会 ４/3(土) 1９:00～ zoom会議による 事業・決算報告、計画案 

第１回常任理事会 5/22（土）19：00～ zoom会議による 2021年度各委員会活動進捗状況等 

第２回常任理事会 8/28（土）20：00～ zoom会議による 関東大会実施について 

臨時常任理事会 9/18（土）20：00～ zoom会議による コロナ状況関東大会の開催について 

第 3回常任理事会 2/26（土）19：00～ zoom会議による 新人戦中止決定、関東千葉開催 

 

２．大会プログラムの作成手配→全国大会１大会のみ 

   ・大会プログラムとりまとめ、協賛社広告原稿とりまとめ  

・大会プログラム販売・配布  

３．協賛金の募集 

・３大会のプログラムへの広告募集、とりまとめ→次年度へそのまま引き続き掲載 

４．支部活動実施 

・５支部(北東・北西・南総・男子南、男子北)による活動の充実を図るため、支部活動費を支給。 

（3000円/チームを各支部に） 

・計画案の受付、とりまとめ 

５．千葉県大会決勝大会に関する業務 

    ・各種案内、受付、来賓接待、役員弁当の手配、交通費の支給、ガイドラインの作成、感染症対策 

６．次年度定期総会準備 

 

◆ 令和３年度決算報告 
※別紙決算報告書あり 

◆ 監査報告 
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審議事項 

◆ 令和３年度 決算報告承認について 

 
 

◆ 令和 4年度 運営基本方針        
 

新型コロナ蔓延の収束が見えず今年度も大きな困難を伴う 1年でした。 

このような中、東京オリンピック・パラリンピックが開催されましたがバレーボールを含め多くの競技団体では感

染対策などに追われた活動でした。 

令和 4年度も、役員以下各チーム指導者のご支援を頂き、引き続き一からスタートする気持ちで活動を

充実させていく所存です。 

 さて、今年度から全日本バレーボール小学生大会が依然と同様関東での開催となります。 

また、関東大会は千葉県での開催となります。全役員協力し大会成功を目指しております。 

今年度も感染対策を行いつつ指導普及の必要性を再度認識し、皆様の力を頂きながら競技者拡大に引

き続き努めていきたいと考えています。U-10 大会の充実はもちろんのこと、幼稚園・保育園ソフトバレーボー

ル実施支援事業も継続し、バレーボーラーの拡大を図っていきたいと考えます。 

従来の基本方針を踏襲すべき項目を示しましたので、登録団体の一層のご協力をお願いします。  

 

１ 県内各市町村に１つ以上のバレーボールチームを 

  ・市スポーツ少年団との連携  ・市町村協会との連携 

２ 小学生バレーボールからの体罰完全排除 

  ・指導者の相互監視 ・活動時の保護者参観の奨励 

３ 全国大会浦安会場開催への協力 

  ・全チームが協力して大会を成功させる（2022年度は浦安会場の予定） 

４ JVA－MRSへの選手・指導者の完全登録の推進 

  ・チームスタッフの完全登録 ・選手の適正登録 

５ 役員・指導者の資質向上と各事業の推進 

  ・各事業の充実 ・役割分担の明確化 ・登録団体の協力・県小連運営に 1名以上の協力者を 

６  財政基盤の確立 

  ・受益者負担の導入 ・ＰＣ化による経費の削減 
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◆ 令和４年度 各委員会事業計画【案】 

◼ 競技委員会 

１．令和４年度の競技日程について（案） 

今年度につきましても、新型コロナウイルス感染症への対策を⼗分施した上で競技会の運営を実施していきますので、

各支部ならびに各チーム関係者の皆さまのご協力をお願いいたします。 

尚、日程につきましては以下のとおりとなりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な制約や急な変更 

等が発生する可能性もあることをご承知おきください。それぞれの大会の開催要項につきましては、別途お示し致します。

併せて、第 38回関東大会小学生バレーボール大会は千葉県開催となりますますので、各チーム関係者の皆さまの 

ご理解、ご協力をお願いいたします。 

■第 42回全日本バレーボール小学生大会千葉県大会 

   支部予選最終期日 令和 4年 5月 29日（日）県内各地体育館 

   男子県大会初日 令和 4年 6月 12日（日）四街道総合公園体育館 

   女子県大会初日 令和 4年 6月 12日（日）千葉ポートアリーナ 

混合県大会初日 令和 4年 6月 12日（日）四街道総合公園体育館 

  男・女・混合決勝大会 令和 4年 6月 26日（日）船橋アリーナ 

 【千葉県大会使用球】   男子・混合  ミカサ MVA500  

                  女子   モルテン V4M5000-L 

※参考  ≪第 42回全日本バレーボール小学生大会≫  令和４年８月９日、１０日、１１日、１２日 

男子   東京体育館(東京)、町田市立総合体育館(東京)、サイデン化学アリーナ(埼玉) 

女子   東京体育館(東京)、相模原ギオンアリーナ(神奈川)、サイデン化学アリーナ(埼玉) 

混合   大田区総合体育館(東京)、パラドール浦安アリーナ(千葉) 

最終日  東京体育館(東京) 

■第 38回関東小学生バレーボール大会千葉県大会 

  支部予選最終期日 令和 4年 ９月 25日（日）県内各地体育館 

  男子県大会初日 令和 4年 10月 10日（月祝）福太郎アリーナ 

  女子県大会初日 令和 4年 10月 16日（日）富津市総合社会体育館 

混合県大会初日 令和 4年 10月 10日（月祝）福太郎アリーナ 

男・女・混合決勝大会 令和 4年 10月 23日（日）南房総市ふれあいスポーツセンター 

 【千葉県大会使用球】   男子・女子・混合   ミカサ MVA500 

≪第 3８回関東小学生バレーボール大会≫ 

    日程   令和４年 11月 19日（土）～ 20日（日） 

    開催地・会場  千葉県千葉市（千葉ポートアリーナ/千葉公園体育館/JFE体育館） 

    出場チーム数  男子 2 チーム・女子４チーム・混合２チーム 

■モルテンカップ第 44回千葉県小学生バレーボール新人大会 

   支部予選最終期日 令和 5年 1月 29日（日）県内各地体育館 

   男子県大会初日 令和 5年 2月 12日（日）福太郎アリーナ 

   女子県大会初日 令和 5年 2月 19日（日）四街道総合公園体育館 

混合県大会初日 令和 5年 2月 12日（日）福太郎アリーナ 

   男・女･混合決勝大会 令和 5年 2月 26日（日）香取市民体育館 

  【千葉県大会使用球】   男子・女子・混合   モルテン V4M5000-L 
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２．県大会競技⽅法について（案） 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、出場チーム枠に変更が生じた場合はこの限りではない。 

→大会参加チーム数により、県大会チーム数・シードチーム数については検討する場合があり。 

（21年度全日本大会では大会参加数37、県大会36実施が発生、次年度要検討としているため） 

（１）県小連主要３大会における各支部からの県大会出場チーム枠について（男子・女子） 

・各支部予選締切り日時点の参加チーム数により、各支部の県大会出場枠を決定する。 

（２）県大会方式 

・男子 ４シードの１２チームによる予選リーグの後、８チームによるトーナメント戦 

・女子 全日本   →4シードの32チームによるトーナメント戦 

関東予選  →8シードの36チームによるトーナメント戦 

新人戦   →4シードの32チームによるトーナメント戦 

・男女混合 県大会エントリーチーム数により県大会初日実施をする。 

（３）シードチーム枠の取り扱いについて 

＜全日本予選＞ 

前年度、関東大会、新人大会が新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったことから、第41回全日本 

バレーボール小学生大会千葉県大会の結果を基に、 

【男子シード枠】 

ベスト４チームの所属する支部に与える。（北部：２枠、南部：２枠） 

第1 シード北部（丸山VC ボーイズ） 

第2 シード南部（てっぺん） 

第3 シード南部（佐原クラブ） 

第4 シード北部（松戸ミライズ） 

【女子シード枠】 前年度新人戦中止のためシードは4枠とする。 

ベスト4のチームの所属する支部に与える。（北西支部：2枠、北東：2枠） 

第1 シード北東（みつわ台クラブ） 

第2 シード北西（小金原JVC） 

第3 シード北東（城西ジュニア） 

第4 シード北西（八千代台VBC） 

【混合シード枠】 混合；支部割りの設定がないことから、シード枠は設けない。 

＜関東大会予選＞ 

全日本予選結果を基に、男子：ベスト４、女子：ベスト８、混合：優勝、準優勝チームにシード権を与える。 

＜新人大会＞ 

関東大会予選結果を基に、男子：ベスト４、女子：ベスト４チームの所属する支部に与える。  

混合については、シード枠は設けない。 

３．その他 

【男女混合大会運営について】 この数年、混合チーム参加数の増加により大会(予選含め)運営が煩雑となってきて 

います、混合支部設置もチーム数の増減、大会ごとのカテゴリー変更など、都度対象チームが変わることもあり現状

厳しい状況です。そこで、競技委員会の中に混合担当を設けスムーズな運営を模索していきます。ご協力、宜しくお

願いいたします。 22年度混合カテゴリー運営担当：競技委員会永野副委員長 

【最周知】 「千葉県小学生バレーボール連盟新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」に沿った活動。 

  「競技会参加に伴う確認事項」について全チームの共通認識を図る。→別紙①参照 
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千葉県小学生バレーボール連盟《競技会参加に伴う確認事項》【競技-別紙①】 

【ＪＶＡ登録について】 

千葉県小学生バレーボール連盟が主催⼜は主管する競技会に参加するエントリーメンバー(選手及びベンチスタッフ)

は、公益財団法人日本バレーボール協会加盟団体登録規程（JVA-MRS）に基づき、個人登録（登録料納付）

ならびに、ベンチスタッフについてはチームスタッフ（TS）登録を済ませていること。 

【移籍について】 

移籍が生じた場合は速やかに所定の書式にて理事長へ報告をすること。チームを移籍した選手は、チームの構成員とし

て承認されても、本連盟が主管する競技会への出場について、移籍後は同一大会期間中（支部予選参加申込み〆

切日から県大会決勝大会終了までの期間中）の競技会には出場できないものとする。 

【ベンチスタッフについて】 

監督・コーチ・マネージャーのうち、１名以上は成人であること。(※全国大会出場チームの監督は成人であること) 

ベンチスタッフのうち、1 名以上は公益財団法人日本体育協会が認定するバレーボール「コーチ１」「コーチ２」「コーチ

3」「コーチ4」の資格、⼜は公益財団法人日本バレーボール協会並びに日本小学生バレーボール連盟が共催する指導

者講習会の受講証明書の所持者であること。資格証は試合時には胸に提げていなければならない。 

監督・コーチ・マネージャー(ベンチスタッフ)は、統一されたものを着用し、監督・コーチ・マネージャー章を左胸に付けるこ

と。Ｔシャツ・短パン・ハーフパンツの着用は認めない。（襟つき） 

試合間の練習においては、同大会で登録されたスタッフ・選手のみがアリーナでの練習に参加可能。 

選手ならびにベンチスタッフのエントリー変更については大会初日の第一試合プロトコール前までに変更届提出すること。 

選手・監督・コーチ・マネージャーは、男子、女子、混合の部に重複エントリーすることは出来ない（二重登録禁止）。 

※参考：監督がなんらかの理由で不在となる場合、キャプテンの要求に基づき、主審が確認したときは、コーチは監督の

役割を引き継ぐことができる。（６人制競技規則第２章5.3.2 参照） 

【ユニフォームについて】 

子どもたちの安全⾯を考慮し、袖のないユニフォームは禁止とする。 

競技会に参加する選手は、統一されたユニフォームを着用すること。（パンツの長さ、ライン有無、ソックスにも注意） 

※全国大会では指定メーカーのみとなる。(アシックス・デサント・ミズノ・ファイテン・アディダス・アンダーアーマー・トンボ・ミレグラ) 

ユニフォーム背番号等の⾊は、ルールに則って地の⾊と対称⾊を使用し、誰もが見えやすいものにすること。 

アンダーウエア・スパッツの着用は認めない。但し、新人大会においては冬季の寒さ等健康⾯を考慮し、チーム全員が 

着用する場合に限り認める。医療用サポーターについては着用を認めるが、審判、競技委員の確認が必要。 

【試合応援の鳴り物について】 

応援に鳴り物を使用することは禁止とする。メガホンを使用する場合は叩くなどして⾳を出さないようにする。 

【ベンチへの持込物について】 

競技に必要な飲料⽔、救急用品、タオル以外はベンチに持ち込まない。うちわをベンチに持ち込んだ場合は、セット間と 

タイムアウト時のみ使用できる。なお、応援用の大型うちわやマスコット(ぬいぐるみ等)をベンチに持ち込むことはできない。 

【チームプラカード規格について】（今後作成する場合は、以下の規格を基準に作成願います。） 

プラカード規格     

チーム名板縦30 ㎝程度×横60 ㎝程度（白板）                                                 

持棒90 ㎝程度（チーム名板含む） チーム名は⿊⽂字 

チーム名の略称は可能  

例：○○ジュニアバレーボールクラブ→ ○○ジュニア 

○○バレーボールクラブ→ ○○VBC 

チーム名の下のカッコ内は支部名（北西・北東・南総等） 

 

〇〇〇〇VBC

（□　□）
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◼ 審判委員会 

件    名 期  日 場    所 

全国審判研修会 

全国審判長会議 
4月 16，17日 未定 

県小連春季審判伝達講習会 4月 29日 未定 

第 42回全日本バレーボール 

小学生千葉県大会 

初 日・決 勝 

6月   

全国大会出場チーム対象 

ラインジャッジ講習会 
未定 未定 

第 42回全日本バレーボール 

小学生大会 

8月 9日～12

日 
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 

関東審判研修 

関東審判長会議 
9月上旬 千葉県千葉市 

第 38回関東小学生バレーボ

ール大会千葉県大会 

初 日・決 勝  

10月   

第 38回関東小学生 

バレーボール大会 

11月 19，20

日 
千葉県千葉市 

公認 C級審判員取得講習会 未定 未定 

モルテンカップ 

第 44回県新人大会 

初 日 ・決 勝 

2月   
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◼ 指導普及委員会 

■目的 
✓ 千葉県小学生バレーボーラーの裾野拡大、バレーボール人口減少の歯止め。 

✓ バレーボールの本質的な楽しさを伝えられる指導者の資質向上を図る。 

✓ 「食」に対する基礎知識を身につけ、健全な食生活の実現を推進する。 

■活動計画 

令和四年度は下表に示す「月」にて、指導普及委員会の活動を行う計画です。 

2022年 2023年 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

    C)  B)    B)  

A) 

 

A) 2022年度 U-10交流大会 

場所：各支部体育館 

目的：低学年が参加可能な大会の充実を図り、バレーの楽しさを体験させる。 

※各支部長判断により、年度内での開催をお願いします(関東大会千葉開催の兼ね合いのため) 

 

B) 2022年 食育講座 

  場所：会議室での対⾯講義 予定 

  講師：女子栄養大学 予定 

  目的：栄養摂取に対する理解度を深め、スポーツと食事の関連性を学ぶ。 

 

C) 2022年 スポーツコーチ学、日本スポーツ協会更新講習 

  場所：松戸市商工会議所 

  講師：日本スポーツコーチング協会認定コーチ 詫摩 浩一先生 

  目的：スポーツコミュニケーション基礎講座による指導者の資質向上を図る。 

      ※1回 3時間(年 1回)の更新講習を予定する 

 

今年度より、日小連旧一次・二次受講済指導者向けの更新講習会を関東ブロック内で実施予定です。 

有効期限付きとなりますが、ベンチ入り資格にもなるため、前述の有資格者の方は、日小連ホームページのアナウンスにご

注意下さい。(詳細は、全国指導普及委員長会議後、県小連ホームページへアップします) 

 

◼ 強化委員会 

各支部により、今回の新型コロナウイルスに対する考え方や地域性に大きな差があったことを踏まえて、今年度は初めから

各支部ごとに選抜練習会及びローテーション講習会など６年生に向けた強化練習会の実施。 

※内容確認の上支部への強化費支給 

◼ 倫理委員会 
委員会名の変更…コンプライアンス委員会へ 
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◼ 総務委員会 

１.常任理事会・理事会等の開催 

会議の種類 開催期日 会    場 主な内容 

定期総会 ４/2(土) 1９:00～ zoom会議による 事業・決算報告、計画案審議 

第１回常任理事会 
5/  ( ) 抽選会終了後 未定 

2022 年度各委員会活動進捗状

況等 全国大会準備進捗状況 

第１回理事会 6/26（土）決勝大会終了後 船橋アリーナ 2022年度活動状況・全国・関東 

第２回常任理事会 2/ （ ）抽選会終了後 未定 今年度の課題・2023年度計画 

第２回理事会 2/26（日）決勝大会終了後 香取市民体育館 総会準備、提案事項承認 

 

２．大会プログラムの作成手配 

   ・大会プログラムとりまとめ、協賛社広告原稿とりまとめ  

・大会プログラム販売・配布  

３．協賛金の募集 

・３大会のプログラムへの広告募集、とりまとめ 

・昨年度未収の協賛金請求、領収書、お礼状の発送（プログラム送付） 

４．支部活動実施 

・５支部(北東・北西・南総・男子南、男子北)による活動の充実を図るため、支部活動費を設定。 

（3000円/チームを各支部に） 

・計画案の受付、とりまとめ 

5. 千葉県大会決勝大会に関する業務 

    ・各種案内、受付、来賓接待、役員弁当の手配、交通費の支給、感染症対策 

     会議、抽選会等で使用する会議室の確保・予約・支払い 

6. 全国大会・関東大会千葉開催に向けての諸準備 

７. 感染症対策…ガイドラインの見直し 

8. 次年度定期総会準備 

 

◆ 令和４年度 予算【案】 
 

※別紙予算案あり 

 

 

 

 

 



~ 13 ~ 
 

◼ 令和３・４年度 千葉県小学生バレーボール連盟連役員 

会長 高橋信志 

副会長 築山秀夫 山下ふじ恵  

顧問   西脇 英次 

参与  平野 利一・有山 高臣・細田   桂・塙   好⽂・小倉正義・渡辺まさ子 

理事長 小野寺 豊 

副理事長  鈴木正治・小林友香・会田智美 

     

委員会等 長 副 委員等 

総務委員会 会田智美 逸見綾子  佐藤亜希子、三浦裕子 

財務委員会 田中俊樹 高橋由美   

競技委員会 鈴木正治 永野 浩 ⽔野成美 

原田賢悟、佐々木深雪、⿊木博之、番場信明、 

下平恒子、赤鳥康之助、坂巻利博、末 祐樹、 

松葉秀正、中島宏之 

審判委員会 小林友香 

高橋 良次 

（南総） 

入江 勝光 

（北西） 

櫻井 武、貫和高康、八本 修、林 際、野口和江、

岩上栄一、石井良幸、伊藤博幸、高橋直美、 

鈴木和美、内田 豊、安達真琴、下平有吾、 

仲佐勝弘、滝 和憲 

笹木 五子 

（男子） 

林 知明 

（北東） 

指導普及委員会 藤兼 寛 佐々木寿明  
高名晴久、糟谷彩弥香、林沙紀、田中湖津絵、 

渡部 淳 

強化委員会 栗林昇司 原田賢悟  中谷啓太、押本一代里・竹内 準・竹内真里奈 

倫理委員会 鈴木芳保  小野寺 豊・鈴木正治・小林友香・会田智美 

登録・ＨＰ担当 田中俊樹 鈴木正治 藤兼 寛  

     

支部役員 支部長 副支部長   

北東支部 小笠原武也 林   際   

北西支部 高橋史郎 坂巻利博   

南総支部 原田賢悟 鈴木芳保   

男子北部 新堂尚紀    

男子南部 原  公栄    

常任理事：小野寺豊、鈴木正治、小林友香、会田智美、田中俊樹、藤兼 寛、栗林昇司、鈴木芳保、小笠原武也、高橋史郎、 

原田賢悟、新堂尚紀、原 公栄  13名 

理事：永野浩、⽔野成美、逸見綾子、高橋由美、高橋良次、入江勝光、笹木五子、林 知明、佐々木寿明、坂巻利博 1０名 

監事：押本一美・林  際     
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2021・22年度 日本小学生バレーボール連盟役員    

評議委員 鈴木正治 常任理事 小野寺豊     理事 会田智美  

    

2021・22年度 関東小学生バレーボール連盟役員    

常任理事 小野寺 豊   理事 鈴木正治    

    

2021・22年度 千葉県バレーボール協会役員    

副会長 高橋 信志    常任理事  小野寺 豊  小林友香    

理 事  鈴木正治  高橋良次        
 

◆ 登録及び登録費の納入について 

１.登録について 

・JVA個人登録 

（財）日本バレーボール協会ホームページ「JVA メンバー制度と JVA 個人登録管理システム（MRS）に関するご

案内」をお読みください。 

・千葉県小学生バレーボール連盟への登録 

下記の案内に沿って登録費納入によって完了、支部への加入を確認。 

２．登録費等の納入額 

 （１）JVA個人登録には、選手１名に付き 500円、ＪＶＡに納入することになります。 

      納入方法は別途指示があります。（男女混合では登録はできません。男女２チームに分けて登録してください） 

 （２）令和 4年度千葉県小学生バレーボール連盟への登録費 

      １チーム   １０，０００円 

      （ルールブック代 、バレーボール千葉冊子代 、県協会分担金を含みます。※今年度特別措置）            

３．県小連登録費等の納入⽅法 

     上記の１0，00０円を下記の方法で納入してください。 

   ●銀行振込による ⇒ 手数料はチーム負担となります。（領収書が必要な場合は申し出て下さい。） 

 

     振込み先 千葉銀行 館山南特別出張所 口座番号 普３２３６７８０ 

             千葉県小学生バレーボール連盟 会計 田中俊樹 

         

４．登録の締め切り期日 

     令和 4年４月末日 
（全日本小学生千葉県大会に出場するためには、ＪＶＡへのチーム及び個人登録が終了していること、及びチーム

登録費の納入が終了していることが必要です） 

５.  問い合わせ先  千葉県小学生バレーボール連盟 

総務委員長 会田 智美    携帯 090-5527-3208 


