
平成 24年度 第 5回 常任理事会 議事録 

 

日 時：平成 24年 9月 27日（木）18時～ 

会 場：北海きたえーる小研修室 

出席者：紺屋・渋谷・阿部・須田・碓井・三浦 

黒田・杉木・酒出・大村・志手・春間 

（浅野） 

 

１ 開 会（進行：渋谷副理事長） 

   

２ あいさつ 

平日の多忙な中、開催することになった。重要な協議事項があり、忌憚のないご意見をいただきそ

の内容をまとめていきたいのでよろしくお願いする。 

               

３ 協議事項 

 （１）道協会新規約素案について 

   ○理事会や地区協会からの意見等を踏まえ「北海道バレーボール協会新規約（素案）作成の方針」

及び「北海道バレーボール協会規約（素案）」、「規約制定及び役員選任などの流れ（予定）」を

作成した。この資料をもとに正副会長に説明したうえで、再度、常任理事会で確認し、その後、

各理事等へ送付したいと考えている。 

    ・新規約検討の目的については、再度、整理する。 

・財産の処分ついては、理事会の権限とする方向で検討する。 

・評議員会の開催時期は 5月開催に向けて検討する。 

・評議員会及び理事会の権限については、文言等を再度、整理するほか、理事会の権限に事業

計画及び収支予算の決定を明記する。 

・常任理事会に、必要に応じて理事等を招へいできるようにする。 

●以上について、再度、検討を進め、正副会長にその内容で説明を行う。 

 （２）2020年のオリンピック・パラリンピック競技大会東京招致に向けた決議文について 

   ○道体協から協力依頼があり、バレーボール協会として別添の「2020 年のオリンピック・パラリ

ンピック競技大会東京招致に向けた決議文」を提出することとしたい。 

   ●原案のとおり可決する。なお、この決議文は、道協会として提出するが、各地区協会及び加盟

団体のとの総意であることから、決議文を各地区協会等へ送付する。 

 （３）その他 

①2013ワールドグランプリ女子大会について 

    ○ＵＨＢ（フジテレビ）から来年 8 月 28 日（水）～9 月 1日（日）の 6 チームによるファイナ

ルを北海道で開催したいとの依頼があったが、北海道協会として引き受けることとしたい。 

    ●北海道開催に向けて道協会として取り組むこととする。 

   ②2013/2014・Ｖプレミアリーグの開催地募集について 



    ●開催を希望する協会からは、その旨を道協会事務局へ連絡をもらうようする。 

   ※すでに東空知協会（芦別市）から平成 25 年に開基 120 年・市制施行 60 周年を迎えることから

その記念事業として開催希望がある。 

  ③競技人口拡大プロジェクトについて 

   ●各種事業の開催案内を細かく実施していく。 

  ④第 7回常任理事会開催日程（11月 17日）の変更について 

●次回、常任理事会で正式決定する。 

  ⑤クラブ選手権開催日程について 

   ●開催する方向で検討する。なお、参加チーム増の場合は開始要項どおり開催することとし、参

加が２チームだけとなった時は、日程を調整し開催する。 

 

４ 報告事項 

（１） 日協関係 

   ①平成 24年度第 2回全国ブロック理事長会・第 1回全国連盟代表者会合同会議 

・と き 9月 4日  ・ところ ＪＶＡ会議室 

   ②平成 24年度第 1回ヤングクラブバレーボール連盟理事会 

    ・と き 9月 22日  ・ところ なみはやドーム会議室 

（２）各委員会等 

  ①総務委員会 

   ○各種行事等のについて 

   ・8/4  参与竹島孝二様ご逝去 

・8/9  参与白鳥和感様ご逝去 

   ・8/13 地区・加盟団体へ東日本大震災義援金報告通知文発送（8万円×3県） 

   ・9/1  Ｖリーグ開催地合同会議（東京都） 

   ・9/8  ミニバレー誕生 40周年記念式典・祝賀会（京王プラザホテル） 

   ・9/19 第 67回国民体育大会北海道選手団結団式（札幌プリンスホテル） 

   ・9/20 評議員糸畑健二（美唄協会）氏のご母堂様ご逝去 

   ・9/28 ＪＶＡロンドンオリンピック報告会・全日本女子チーム銅メダル祝勝会 

                               （パレスホテル東京） 

  ②競技委員会 

○天皇杯・皇后杯全日本 6人制バレーボール選手権大会北海道ブロックラウンドの結果       

     ・参加チーム 男子：中学校１、高校 2、大学 2、クラブ 7 計 7チーム 

            女子：中学校１、高校 2、大学 3      計 6チーム 

・セミファイナル進出チーム 

            男子：とわの森三愛高校  女子：旭川実業高校 

    ○全国社会人大会北海道代表チーム 

     ・男子：士別九十九会    ・女子：札幌市役所 

 



   ③審判委員会 

○全国大会   11大会（実 9男子・釧路大会含む）に延 39名参加 

○全道大会  4大会に派遣 

○全国講習会 3講習会に 5名参加 

○道内講習会 第 2回日Ｂ・Ｃ講習会（9人制）   受講者 10名 

○地区講習会 5地区で開催 受講者 131名 

 ※地区委員長、地区Ａ級審判員による講師で開催され、これにより経費削減、或いは身近な

講習会となり、受講者及び資格取得者が増加した。 

④一貫指導委員会 

    ○第７回北海道U-14クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会について 

        ・１０月７日（日） 東海大学 札幌校舎       参加数 １３チーム  

・１０月８日（月） 東海大学付属第四高等学校   参加数 １４チーム 

○JOC男子チームについて 

        ・秋田県横手市で行われる東北 6県による横手わか杉 Jrカップ東日本中学バレーボール大会に 

北海道チームが招待された。⇒父母の承諾もとれたことから、現行予算の範囲内で参加する。 

      ○平成 24年度 全国第一次選抜強化合宿について 

        ・全国から男女各 30名選抜される 

         ※北海道関係者   男子 土田 拓人 君（3年）白糠町立白糠中学校 

                       女子 佐々木 樹さん（3年）釧路市立桜ヶ丘中学校 

                           廣瀬 七海さん（3年）沼田町立沼田中学校 

                           舛田 紗淑さん（3年）室蘭市立桜蘭中学校 

○公認指導員養成講習会について 

        ・今年度希望者が無かったため開催しなかったが、今後、北海道協会独自で専門教科単位が取得

できるよう日体協へ要請中である。 

   ⑤一貫指導委員会指導部 

   ○ジュニアキャンプについて 

 ・各地区の 1次キャンプが終了した。 

    ・チーフ会議で、1 月の 2 次キャンプ、3 月の 3 次キャンプ、5 月の地区対抗大会の準備を行

った。 

  ⑥一貫指導委員会強化部 

   ○指導者研修会について 

    ・と き 9月 8日（土）～9日（日） ・ところ 江別高校 

    ・講 師 工藤 憲氏         ・受講者 50名 

・モデルチーム ＪＯＣ、国体少年、1・2年生国体候補選手 

     ※日体協の指導者資格更新義務講習会として開催 

   ○高校女子について 

    ・と き 9月 8日（土）～9日（日） ・ところ 札幌大谷高校 

     ※国体少年と 1・2年生国体候補選手合同での練習会を開催 



  ⑦学 連 

   ○北海道大学男女バレーボール選抜優勝大会について 

    ・と き 9月 29日（土）～30日（日）  ・ところ 北海道大学、武蔵女子短大 

    ・参加チーム 男子 15チーム、女子 15チーム 

  ⑧高体連 

   ○北信越かがやき総体の結果について 

    ・と き 男子：7月 30日（月）～8月 2日（木） 女子：8月 4日（土）～7日（火）  

    ・ところ 高岡市・氷見市 

※平成 20 年以来の全チーム決勝トーナメント戦進出を果たし、男子が平成 15 年以来のベ

スト 8、女子が平成 11年以来のベスト 16入りした。 

    ○平成 24年度 9ブロック合宿について 

     ・と き 8月 24日（金）～26日（日）   ・ところ 芦別市総合体育館 

     ・講 師 伊藤 博義氏 

      ※女子選手 1名がねん挫で途中から見学となったが、ほぼ無事に全日程を終了した。 

 ○第 3回道高体連専門員会の結果について 

  ・と き 9月 18日（火）～19日（水）   ・ところ 小樽市 

  ・結果の概要 

・2013年度の大会使用球は、男子：モルテン、女子：ミカサに変更となる。 

・平成 25年深川インターハイの日程等は次のとおりである。 

   日程：6月 11日（火）～14日（金） 

会場：男子 滝川市スポーツセンター、滝川市青年体育センター 

   女子 深川市総合体育館、妹背牛町総合体育館 

・平成 25年 9ブロック合宿は男女各 32名に増員して実施する。 

・高校選手権大会北海道代表決定戦については、企画提案書をもとに 8 月開催を検討い

ただきたい。 

① 3年生の出場しやすい時期 

② 行事に重ならない時期 

③ 大会日数はできる限り変更しない など 

⑨中体連 

   ○全国大会の結果について 

     ＜男子＞          ＜女子＞ 

            第 1位  札幌厚別北（初優勝）    江別中央（2年連続 3回目） 

            第 2位  江別中央          釧路桜が丘 

            第 3位  白糠、札幌手稲東      室蘭桜陽、札幌大谷 

     ※第 1位及び第 2 位校は、全国大会（8 月 20 日～23日・代々木体育館）に出場する。 

   ○会議結果について 

    ・（公財）日本中体連バレーボール競技部会・常任理事会の結果報告 

   ○平成 25年度の大会開催地について 



    ・7月 31日～8月 2日（伊達市）の予定 

   ○ボールの変更について 

    ・連絡済み 

⑩小 連 

   ○第 35回ミカサ北海道小学生バレーボールサマーキャンプの結果について 

    ・第１班 7月 28日（土）～30日（月） 

     参加者 児童 379名、引率者・保護者 90名、指導者(アシスタント)41名 計 510名 

    ・第 2班 7月 30日（月）～8月 1日（水） 

     参加者 児童 385名、引率者・保護者 89名、指導者(アシスタント)39名 計 513名 

   ○ＪＶＡゴールドプラン・Ｖリーグ選手と一緒にバレーボール教室の結果について 

    ・と き 8月 4日（土）  ・ところ 旭川市立神楽岡小学校体育館ほか 

    ・講 師 工藤 憲氏、山崎 達也氏 

トヨタ車体クイーンズ 山田 真理選手、藤田 夏未選手 

    ・参加者 児童 257名、保護者 103名、役員 33名 計 393名 

   ○ファミリーマートカップ第 32回全日本バレーボール小学生全国大会の結果について 

    ・男子 札幌厚別北（南北海道代表・ベスト 8）、稲田ＪＶＣ（北北海道代表） 

    ・女子 ＷＩＮＮＲＳ（南北海道代表・ベスト 16）、釧路昭和（北北海道代表） 

   ○ＪＶＡゴールドプラン・全国小学生バレーボール指導者一次講習会の開催について 

    ・と き 10月 27日（土）～28日（日） 

・ところ ニュー富良野ホテル、富良野スポーツセンター 

    ・講 師 渡部 晴行氏、木村 憲治氏、工藤 憲氏、山田 道夫氏、森 和夫氏、 

吉原 知子氏、成田 郁久美氏 

   ⑪クラブ連 

    ○第 20回コカ・コーラ杯・創立 30周年記念大会の結果について 

     ・と き 9月 8日（土）～9日（日）  ・ところ 白樺学園高校、帯広畜産大学 

     ・参加チーム （6人制）男子 16チーム  女子 16チーム 

            （9人制）男子 2チーム    

     ・成 績（6人制）男子 優 勝 北海道クラブ   準優勝 ｍａｇｉｃ 

                 第 3位 ＳＩＬＶＥＲ・札幌球愛クラブ 

               女子 優 勝 北海道 V-spirit  準優勝 旭青会 

                 第 3位 北商ＯＧ・ＷＩＴＨ☆Ａ．Ｓ 

         （9人制）男子 優 勝 深川クラブ    準優勝 夢創塾 

   ⑫ママさん連盟 

    ○第 25回ほくでんカップの結果について 

     ・と き 9月 2日（日）       ・ところ セキスイハイムアリーナ 

     ・参加チーム 27チーム 

     ・成 績 Ａブロック 優 勝 音更クラブ  準優勝 江別パワーズ 

          Ｂブロック 優 勝 永 南    準優勝 厚北ＭＡＸ 



          Ｃブロック 優 勝 拓北クラブ  準優勝 望 洋 

          Ｄブロック 優 勝 別海フレンズ 準優勝 新 川 

（３）その他 

    ・特になし 

 

５ 閉 会 

【次回常任理事会：10月 30日（木）18:30～／北海きたえーる】 


