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平成 27年度 公益財団法人東京都バレーボール協会 事業報告 

 

Ⅰ事業の概要について 

（１）競技力向上事業―国民体育大会出場チーム及び選手の強化について＜定款第 4条-4項＞ 

◆国体候補選手協会事業及びジュニア特別強化事業 

・国体候補選手強化事業（東京都体育協会より 2,604,000円国体候補選手強化費として） 

  平成 27年 6月～10月 強化練習会及び合宿等の実施（成年男女、少年男女） 

・ジュニア特別強化事業（東京都体育協会より 2,500,000円ジュニア特別強化費として） 

  平成 26年 5月 10日、7月 16～20日 強化練習会及び支部対抗戦の実施（高校男子） 

  平成 27年 11月 22～23日 強化合宿の実施（高校女子） 

◆オリンピック候補選手強化事業 

・オリンピック候補選手強化事業（東京都体育協会より 900,000円オリンピック候補選手強化費として） 

  平成 27年 8月 28日～30日 和歌山国体派遣旅費（ビーチ男子） 

  平成 27年 4月～10月 国内外中央競技団体主催大会の参加費、派遣旅費等（ビーチ男女） 

  平成 27年 12月 25日～28日 大会参加費や派遣旅費等（中学男女） 

 

（２）競技力向上事業―ＪＯＣ全国中学生選抜大会出場チーム及び選手の強化について 

＜定款第 4条-4項、5項＞ 

◆ジュニア特別強化事業及びオリンピック候補選手強化事業 

 平成 27年 9月～12月 28日 ＪＯＣカップ選抜強化練習会及び合宿等の実施（中学男女） 

◆ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 29回全国都道府県対応中学大会 

 平成 27年 12月 25～28日 大阪府大阪市他、下記選抜チーム出場 

 男子 駿台学園中学校、安田学園中学校、足立区立新田中学校、サレジオ中学校、 

羽村市立羽村第一中学校、足立区立渕江中学校、板橋区立上板橋中学校、台東区立浅草中学校 

 女子 世田谷区立北沢中学校、八王子実践中学校、駿台学園中学校、文京学院大学女子中学校、 

共栄学園中学校 
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（３）競技力向上事業―東京都主催・主管・委託競技会開催事業の推進＜定款第 4条-1項＞ 

◆主催競技会 

№ 大会名 開催日 性別 参加ﾁｰﾑ 結果 

1 

第29回ビーチバレージャパン都予選会 

第 26 回全日本ビーチバレー女子選手権大会

都予選会 

会場：藤沢市鵠沼海岸 

6/13（土） 

男子 6 
優 勝 畑・長谷川 

準優勝 西澤・菅原 

女子 4 
優 勝 山田・坂本 

準優勝 土田・坂口 

2 

平成27年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 

都予選会 

会場：中央大学附属高等学校 

7/19（日）～

20（月祝） 

男子 12 
優 勝 日本体育大学 

準優勝 法政大学 

女子 8 
優 勝 日本大学 

準優勝 東京女子体育大学 

3 

第14回全国社会人東ブロック男女優勝大会 

都予選会 

会場：有明スポーツセンター 

7/19（日） 

男子 7 
優 勝 躍歩排球会 

準優勝 全目黒 

女子 4 
優 勝 全目黒 

準優勝 ファインズ 

4 

第15回日本スポーツマスターズ2015 

都予選会 

会場：日本体育大学世田谷キャンパス 

6/28（日） 

男子 9 
優 勝 東京実連 

準優勝 ＺＯＭＢＩＥ 

女子 6 
優 勝 丸紅東京 

準優勝 ファインズ 

5 
第64回全国青年大会都選考会 

会場：有明スポーツセンター 
7/26（日） 

男子 5 
優 勝 江東区（江東） 

準優勝 目黒区（全目黒） 

女子 3 
優 勝 目黒区（全目黒） 

準優勝 新宿区（新宿闘心会） 

6 

第10回都協会・会長杯6人制男女優勝大会 

Ｕ14クラブチャンピオンズシップ男子大会都

予選会 

会場：狛江市市民総合体育館 

8/1（土） 女子 9 
優 勝 東京立正№2 

準優勝 足立第九中学校 

8/2（日） 男子 6 
優 勝 立正クラブ 

準優勝 Ｄｒｏｐ ＪＹＶＣ 

7 

第85回全日本総合男子選手権大会都予選会 

第84回全日本総合女子選手権大会都予選会 

会場：日本体育大学世田谷キャンパス 

10/3（土）～4

（日） 

男子 9 
優 勝 ＪＴ東京 

準優勝 日本無線 

女子 9 
優 勝 日本女子体育大学 

準優勝 東女体クラブ 

8 
全国ヤングクラブ優勝大会都予選会 

会場：練馬区立大泉第二中学校 
7/12（日） 男子 2 

優 勝 Ｄｒｏｐ ＪＹＶＣ 

 

◆主催競技会（各セクション大会） 

№ 大会名 開催日 性別 参加ﾁｰﾑ 結果 

1 
全国ママさん大会都予選会 

会場：東京体育館 

5/12（火）・13

（水）・19（火） 
女子 46 

優 勝 ＡＳＨ 

準優勝 ＳＰ 

2 

全日本実業団男女選手権大会（6人制）兼 

天皇杯皇后杯関東ブロック大会推薦会 

会場：三菱東京ＵＦＪ銀行池尻体育館 

4/26（日） 
男子 4 

優 勝 東京海上日動 

準優勝 ＦＯＲＶＡＬ ＢＯＮＤＳ 

女子 2 優 勝 ＧＳＳ 

全日本実業団男女選手権大会（9人制） 

会場：凸版印刷体育館 

   東京都内体育館 

5/10（日） 男子 6 
優 勝 凸版印刷、ＮＥＣ府中、 

    日本無線 

5/9（土） 女子 5 
優 勝 東京東信用金庫 

準優勝 ＮＥＣ府中 

3 

全国ソフトバレーボール大会都予選会 

会場：町田市立総合体育館 

ﾌｧﾐﾘｰ、健康福祉、ｼﾙﾊﾞｰの部は実施無し。 

6/7（日） 

ｽﾎﾟﾚｸ 5 
優 勝 ＺＥＡＬ 

準優勝 ドロップス・Ｓ 

ﾚﾃﾞｨｰｽ 3 
優 勝 あじまる 

準優勝 Ｇｉｒａｓｏｌｅ 

ﾒﾝｽﾞ 4 
優 勝 ＩＦＶＣ 

準優勝 Ｇｉｒａｓｏｌｅ 

4 

全国高等学校総合体育大会 兼 

国民体育大会都予選会 

会場：都内高等学校、駒沢体育館 

6/7（日）・14

（日）・21（日） 

男子 178 
優 勝 駿台学園高等学校 

準優勝 東亜学園高等学校 

女子 288 
優 勝 八王子実践高等学校 

準優勝 文京学院大学女子高等学校 
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5 

全日本小学生大会都大会 

会場：町田市立総合体育館 

   中央区総合スポーツセンター 

6/21（日）・7/4

（土） 

男子 14 
優 勝 小岩クラブ 

準優勝 立会アタッカーズ 

女子 52 
優 勝 ＭＩＲＡＣＬＥ ＦＶＣ 

準優勝 狛江セブン 

混合 4 
優 勝 ＮＥＷ ＡＳＡＭＡＤＡＩ 

準優勝 池袋ＪＶＣ 

6 

東京都クラブカップ男女選手権大会 兼 

全日本6・9人制クラブカップ男女選手権大会

都予選会 

会場：東京電機大学高等学校、有明スポーツ

センター他 

5/24（日） 

5/31（日） 
男子6 12 

優 勝 ＭＡＸ 

準優勝 東陵東京クラブ 

5/24（日） 男子9 5 
優 勝 日本体育大学 

準優勝 新宿西龍会 

5/31（日） 女子6 5 
優 勝 日女体クラブ 

準優勝 東女体クラブ 

5/24（日） 女子9 5 
優 勝 東女体クラブ 

準優勝 新宿闘心会 

7 

全日本中学校選手権大会都予選会 

会場：都内中学校体育館、上板橋体育館、 

品川区総合体育館、東京体育館 

7/20（月）・23

（木）・28（火） 

男子 64 
優 勝 駿台学園中学校 

準優勝 サレジオ中学校 

女子 64 
優 勝 文京学院大女子中学校 

準優勝 実践学園中学校 

8 
全日本高等学校選手権大会東京代表決定戦 

会場：都内高校体育館、墨田区総合体育館 

一次予選 

9/13（日）・23

（水祝） 

代表決定戦

11/21（土） 

男子 
178 優 勝 東亜学園高等学校 

準優勝 駿台学園高等学校 4 

女子 
24※1 優 勝 八王子実践高等学校 

準優勝 文京学院大学女子高等学校 4 

※1 インターハイ予選288チーム中、上位16チーム及び夏季大会各ブロック優勝8チームの24チーム 

◆受託競技会 

№ 大会名 開催日 性別 参加ﾁｰﾑ 結果 

1 

第68回都民体育大会春季大会 

会場：駒沢体育館・小平市民総合体育館 

町田市立総合体育館 

東京都体育協会より事業費として360,000円 

5/16（土）～

17（日） 

男子 27 
優 勝 武蔵野市 

準優勝 中野区 

女子 41 
優 勝 目黒区 

準優勝 新宿区 

2 

第70回国民体育大会都予選会 

会場：荒川区総合スポーツセンター 

東京都体育協会より事業費として290,000円 

6/13（土） 

男子 4 
優 勝 ＦＣ東京 

準優勝 警視庁 

女子 2 
優 勝 ＧＳＳ 

準優勝 青山学院大学 

第70回国民体育大会都予選会（ビーチ） 

会場：藤沢市鵠沼海岸 

ビーチは正式種目ではないため、事業費なし 

6/13（土） 
男子 2 

優 勝 西澤・菅原 

準優勝 北村・脇谷 

女子 0 ― 

3 

都民生涯スポーツ大会ソフトバレー 

会場：品川区立総合体育館 

小平市民総合体育館 

東京都体育協会より事業費として280,000円 

9/5（土）～6

（日） 

9男女 10 
優 勝 A目黒区 B稲城市 

準優勝 A調布市 B品川区 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ 4 
優 勝 三鷹市 

準優勝 品川区 

ｼﾙﾊﾞｰ 7 
優 勝 中央区 

準優勝 武蔵野市 

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 5 
優 勝 東大和市 

準優勝 品川区 

ﾌﾘｰ 3 
優 勝 目黒区 

準優勝 品川区 

4 

第64回全国青年大会 

会場：江戸川総合体育館、目黒中央体育館他 

日本青年団協議会より運営委託金として

900,000円 

11/14（土）～

15（日） 

男子 15 
優 勝 江東（東京第1代表） 

準優勝 さがみはら（神奈川第2） 

女子 12 
優 勝 全目黒（東京第1代表） 

準優勝 新宿闘心会（東京第2） 
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◆関東大会（都で開催する関東大会。委託競技会含む） 

№ 大会名 開催日 性別 参加ﾁｰﾑ 結果 

1 

関東9人制実業団男女優勝大会 

会場：日野市市民の森ふれあいホール 

羽村市スポーツセンター 

5/30（土）～

31（日） 

男子 32 
優 勝 サンデン（群馬） 

準優勝 日本無線（東京） 

女子 11 
優 勝 パイオニア（埼玉） 

準優勝 山梨中央銀行（山梨） 

2 
関東ママさん大会 

会場：東京体育館 
9/5（土） 女子 24 

A優勝 ＢＥＥクラブ（茨城） 

B優勝 ＫＶＣ（東京） 

C優勝 ＫＩＣ（東京） 

D優勝 菜の花クラブ（埼玉） 

3 

天皇杯皇后杯全日本選手権大会関東ブロック 

会場：日野市市民の森ふれあいホール 

   立川市柴崎体育館 

10/24（土） 女子 19 

A優勝 柏（千葉） 

B優勝 東海大学（神奈川） 

C優勝 筑波大学（茨城） 

10/25（日） 男子 23 

A優勝 中央大学（東京） 

B優勝 早稲田大学（東京） 

C優勝 富士通（神奈川） 

D優勝 東海大学（神奈川） 

4 

第31回関東小学生大会 

会場：町田市立総合体育館、稲城市総合体育

館他 

11/28（土）～

29（日） 

男子 16 
優 勝 古河ますらお（茨城） 

準優勝 バッドキング（神奈川） 

女子 24 
優 勝 銀河（神奈川） 

準優勝 中井ジュニア（神奈川） 

5 
ソフトバレー・ブロックフェスティバル 

会場：町田市立総合体育館 
2016/2/7（日） 

ﾌｧﾐﾘｰ 5 
優 勝 ＢＡＧＵＳ（埼玉） 

準優勝 明石ｵｰｼｬﾝｽﾞ（東京） 

ﾔﾝｸﾞﾌﾘ

ｰ 
8 

優 勝 御坂体協（山梨） 

準優勝 仁戸名ＶＣ（千葉） 

ﾚﾃﾞｨｰｽ 9 
優 勝 ハッピーＳＶＣ（千葉） 

準優勝 ＰＲＡＩＡ（東京） 

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 8 
優 勝 市川大門（山梨） 

準優勝 リコークラブ（神奈川） 

ｼﾙﾊﾞｰ 8 
優 勝 櫛形あやめが丘（山梨） 

準優勝 仁戸名ＶＣ（千葉） 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ 8 
優 勝 ＺＥＡＬ（東京） 

準優勝 オール沼南（千葉） 

◆全国大会（都で開催する全国大会。委託競技会含む） 

№ 大会名 開催日 性別 参加ﾁｰﾑ 結果 

1 
全日本小学生大会 

会場：東京体育館、町田市立総合体育館他 

8/11（火）～

14（金） 

男子 48 
優 勝 仲之口ジュニア（新潟） 

準優勝 古河ますらお（茨城） 

女子 48 
優 勝 大井クッキーズ（埼玉） 

準優勝 洛南ジュニア（京都） 

混合 42 
優 勝 陵ヶ岡（京都） 

準優勝 木古内ＪＶＣ（南北海道） 

2 
ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞﾊﾞﾚｰ全日本大学男子選手権大会 

会場：大田区総合体育館他 

11/30（月）～

6（日） 
男子 104 

優 勝 中央大学（東京） 

準優勝 筑波大学（茨城） 

3 

天皇杯皇后杯全日本選手権大会 

ファイナルラウンド 

会場：東京体育館、大田区総合体育館 

12/18（金）～

20（日）・26

（土）・27（日） 

男子 24 
優 勝 豊田合成（愛知） 

準優勝 ＪＴ（広島） 

女子 24 
優 勝 久光製薬（佐賀） 

準優勝 ＮＥＣ（東京） 

4 
全日本高等学校選手権大会 

会場：東京体育館 

1/5（火）～7

（木）・9

（土）・10（日） 

男子 52 
優 勝 東福岡高等学校（福岡） 

準優勝 鎮西高等学校（熊本） 

女子 52 
優 勝 下北沢成徳高等学校（東京） 

準優勝 八王子実践高等学校（東京） 

5 

全国6人制リーグ総合男女優勝大会 

女子決勝リーグ 

会場：三菱東京ＵＦＪ銀行池尻クラブ 

1/30（土）～

31（日） 
女子 5 

Osaka Superiors（大阪）2勝0敗 

三菱東京ＵＦＪ銀行（東京）2勝0敗 

CLUB EHIME（愛媛）1勝1敗 

セイコーエプソン（長野）1勝1敗 

ベスビアス新潟（新潟）0勝3敗 
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（４）競技力向上事業―国際競技大会の主管開催事業、Vリーグ主管開催事業 

＜定款第 4条-1項、7項＞ 

◆2015/16V・プレミアリーグ、2015/16Ｖ・チャレンジリーグⅠ・Ⅱ 

№ 大会名 開催日 性別 参加ﾁｰﾑ 結果・内容等 

1 
2014/15Ｖ・プレミアリーグ男女ファイナル 

会場：東京体育館 

4/4（土） 女子 2 
優 勝 ＮＥＣ 

準優勝 久光製薬 

4/5（日） 男子 2 
優 勝 ＪＴ 

準優勝 サントリー 

2 
2015/16プレミアリーグ女子東京大会 

会場：東京体育館 

10/17（土）～

18（日） 
女子 4 

久光製薬×上尾・岡山×デンソー 

ＮＥＣ×トヨタ車体・日立×東レ 

3 
2015/16Ｖ・プレミアリーグ男子墨田大会 

会場：墨田区総合体育館 

11/7（土）～8

（日） 
男子 4 

ＦＣ東京×堺・ＪＴ×パナソニック 

ＦＣ東京×ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・ＪＴ×堺 

4 
2015/16Ｖ・プレミアリーグ男子大田大会 

会場：大田区総合体育館 

11/21（土）～

22（日） 
男子 4 

サントリー×堺・東レ×ＦＣ東京 

サントリー×ＦＣ東京・堺×東レ 

5 
2015/16Ｖ・プレミアリーグ女子大田大会 

会場：大田区総合体育館 

11/28（土）～

29（日） 
女子 4 

上尾×日立・ＮＥＣ×岡山 

上尾×岡山・ＮＥＣ×日立 

6 

2015/166Ｖ・チャレンジリーグ女子Ⅱ羽村大

会 

会場：羽村市スポーツセンター 

12/12（土）～

12/13（日） 
女子 5 

ﾄﾖﾀ自動車×浜松・ＧＳＳ×群馬銀行 

ﾄﾖﾀ自動車×群馬銀行・ＧＳＳ×ﾌﾟﾚｽ

ﾃｰｼﾞ 

7 
2015/16Ｖ・プレミアリーグ男子大田大会 

会場：大田区総合体育館 

1/16（土）～

17（日） 
男子 4 

サントリー×ＪＴ 

ＦＣ東京×堺 

8 

2015/16Ｖ・チャレンジリーグ男子ⅠⅡ・女子

Ⅱ日野大会（合同開催） 

会場：日野市市民の森ふれあいホール 

1/23（土）～

24（日） 

男子 

Ⅰ 
4 

警視庁×大同特殊鋼・東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ×

ﾄﾖﾀ自動車 

大同特殊鋼×ﾄﾖﾀ自動車・警視庁×東

京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 

男子 

Ⅱ 
4 

ＶＣ長野×奈良NBK・東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ×近

畿ｸﾗﾌﾞ 

きんでん×兵庫・東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ×千葉 

女子 

Ⅱ 
5 

ＧＳＳ×ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ・群馬銀行×浜松 

ＧＳＳ×ﾄﾖﾀ自動車・ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ×浜松 

9 
2015/16Ｖ・プレミアリーグ男子墨田大会 

会場：墨田区総合体育館 

1/30（土）～

31（日） 
男子 4 

ＦＣ東京×ｼﾞｪｲﾃｸﾄ・ｻﾝﾄﾘｰ×東レ 

ＦＣ東京×ｻﾝﾄﾘｰ・ｼﾞｪｲﾃｸﾄ×東レ 

10 

2015/16Ｖ・チャレンジリーグ男子Ⅰ江戸川大

会 

会場：江戸川スポーツセンター 

2/6（土）～7

（日） 
男子 4 

富士通×つくば・警視庁×ﾖﾄﾀ自動車 

つくば×ﾄﾖﾀ自動車・警視庁×富士通 

11 
2015/16Ｖ・プレミアリーグ女子F6大田大会 

会場：大田区総合体育館 

2/13（土）～

14（日） 
女子 6 

久光製薬×日立・岡山×ＮＥＣ 

東レ×ＮＥＣ・久光製薬×ﾄﾖﾀ車体 

12 
2015/16Ｖ・プレミアリーグ男子F6大田大会 

会場：大田区総合体育館 

2/20（土）～

21（日） 
男子 6 

豊田合成×堺・東レ×ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・ｼﾞｪｲ

ﾃｸﾄ×ＪＴ 

豊田合成×ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・東レ×堺 

13 
2015/16Ｖ・チャレンジリーグ男子Ⅰ稲城大会 

会場：稲城市民総合体育館 

2/27（土）～

28（日） 
男子 4 

富士通×ﾄﾖﾀ自動車・東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ×

大同特殊鋼 

富士通×大同特殊鋼・東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ×

ﾄﾖﾀ自動車 

14 
2015/16Ｖ・プレミアリーグ男女ファイナル 

会場：東京体育館 

3/12（土） 女子 2 
優 勝 久光製薬 

準優勝 日立 

3/13（日） 男子 2 
優 勝 豊田合成 

準優勝 パナソニック 

※斜体は、ホームチーム。 

◆国際大会 

№ 大会名 開催日 性別 参加ﾁｰﾑ 結果 

1 
FIVBワールドカップ2015 

会場：国立代々木競技場第一体育館 

8/22（土）～

24（月）・26

（水）・27（木） 

女子 12 

1位 中国 

2位 セルビア 

5位 日本 
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2 

FIVBワールドカップ2015 

会場：国立代々木競技場第一体育館、東京体

育館 

9/21（月祝）

～23（水祝） 
男子 12 

1位 アメリカ 

2位 イタリア 

6位 日本 

 

（５）関連事業―「講習会」・指導者、審判員育成及び資格認定・登録事業 

＜定款第４条-2項、3項、4項、7項＞ 

◆指導者関連 

・公益財団法人日本バレーボール協会個人登録システム（以下、JＶＡ－ＭＲＳ）への 

指導者を含む役員の登録推進 

  公認指導員登録者 16名（前年比+1） 

・日本体育協会公認スポーツ指導員（専門科目）養成講習会の開催 

  開催日：8/1（土）2（日）15（土）16（日）合計 30時間 

会 場：中村中学校高等学校 受講者：43名（内、合格者：42名） 

日本体育協会より事業委託として 435,280円 

・日本体育協会公認スポーツ指導員対象義務研修会の開催 

開催日：8/15（土）会 場：中村中学校高等学校 受講者：27名 

日本バレーボール協会より事業助成として 55,794円 

・日本体育協会公認コーチ・上級コーチ（専門教科）資格取得講習会への受講生推薦 

コーチ推薦者：8名 

古賀 旭（中体連）、近藤 洋（男高）、竹山 賢哉（男高）、鈴木 剛（女高）、安藤 一三（実連）、 

住永 将之（実連）、粕加屋 勲（地域）、高橋 正樹（ビーチ） 

上級コーチ推薦者：0名 

◆審判員関連 

・ＪＶＡ－ＭＲＳへの公認審判員を含む役員の登録推進 

公認Ｂ級審判員登録者 48名（前年比-2） 

公認Ｃ級審判員登録者 5名（前年比-1） 

・各種審判講習会の開催及び受講生派遣 

全国ビーチバレー審判講習会 

開催日：4/11（土）～12（日） 会場：神奈川県川崎市港湾振興会館（川崎マリエン）参加者：6名 

関東ブロックＡ級審判員（6人制）講習会 

   開催日：4/11（土）～12（日） 会場：群馬県田沼アリーナ 参加者：19名 
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審判伝達講習会（6・9人制、ビーチ、ソフト） 

開催日：4/17（金）会場：豊島区民センター6階 イーストステージ・いけぶくろ 参加者：212名 

技術統計公認上級判定員認定講習会 

   開催日：4/19（日） 会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 参加者：4名 

関東ブロックＡ級審判員（9人制）講習会 

 開催日：4/26（日） 会場：山梨中央銀行体育館 参加者：8名 

全国ＬＪクリニック 

   開催日：4/30（木）～5/2（土） 会場：大阪市中央体育館 参加者：4名 

Ｂ級公認審判員資格取得講習会 

開催日： 5/30（土）～31（日） 会場：東京都バレーボール協会事務局、駒沢体育館 

参加者：7名 

Ａ級・Ａ級候補審判員技術強化事業 

   開催日：12/1（火）～4（金） 会場：共和会館、エスフォルタアリーナ八王子他 参加者：12名 

全国 6人制審判講習会 

   開催日：2016/3/20（日） 会場：慶応義塾大学三田キャンパス、慶応義塾中等部体育館 

   参加者：57名 

全国 9人制審判講習会 

   開催日：2016/3/27（日） 会場：住友電工大阪工場体育館  参加者：27名 

 全国ビーチバレーボール審判講習会 

   開催日：2016/3/27（日） 会場：神奈川県川崎市港湾振興会館（川崎マリエン） 参加者：10名 

・Ａ級審判員資格取得講習会への受講生推薦 

   開催日：8/10（月）～14（金） 会場：近畿大学 

推薦者：3名（勝又 禎蔵、川久保 敬規、虎澤 吉剛）内、合格者 3名 

 

◆登録事業（ＪＶＡ－ＭＲＳ）への協力 ※（  ）内は前年度比 

・東京都小学生バレーボール連盟 2,779名（+153） 

・東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 7,887名（+1,353） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部男子部 3,489名（+427） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部女子部 4,263名（+177） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール定時制・通信制部 45名（+2） 
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・東京都高等専門学校バレーボール競技専門部 63名（+7） 

・東京都大学バレーボール連盟 2,013名（+67） 

・東京都実業団バレーボール連盟 639名（+92） 

・東京都クラブバレーボール連盟 880名（+16） 

・東京都ソフトバレーボール連盟 226名（+90） 

・東京都ビーチバレーボール連盟 75名（+20） 

・東京都ヤングバレーボール連盟 34名（+15） 

・都道府県等役員カテゴリー登録 154名（+10） 

◆ジュニア層を対象としたバレーボール教室（指導者育成観点を含む）の実施 

・V明日夢プロジェクト（日本バレーボールリーグ機構（以下、Ｖ機構）より運営委託金として 50,000円） 

 開催日：11/27（金） 会 場：大田区総合体育館  参加者：50名 

・「目指せ！未来の全日本選手！丸大バレーボール教室」 

（日本バレーボール協会（以下、ＪＶＡ）より運営費として 70,000円） 

 開催日：12/13（日） 会 場：味の素ナショナルトレーニングセンター 参加者：104名 

 

（６）関連事業―関東・全国大会等国内競技会主管開催事業並びに選手・役員・審判員の関東・

全国大会への派遣事業＜定款第 4条-4項、5項、6項＞ 

◆審判員派遣 

【関東大会】 

・第 69回関東高等学校男子選手権大会 日程：5/30（土）～31（日） 場所：千葉県大網白里市 

 派遣者数 3名（明石 直樹、勝又 禎蔵、天海 創） 

・第 69回関東高等学校女子選手権大会 日程：5/30（土）～31（日） 場所：栃木県鹿沼市 

 派遣者数 3名（江藤 幸恵、大西 伸治、楓 淳一郎） 

・第 37回関東 6・9クラブカップ男女選手権大会 日程：7/11（土）～12（日） 場所：群馬県伊勢崎市 

 派遣者数 2名（小田 陽一郎、有村 公美子） 

・第 50回関東中学校男女大会 日程：8/6（木）～8（土） 場所：千葉県船橋市、浦安市 

 派遣者数 3名（中村 中、大野 弥生、関野 智史） 

・第 70回国民体育大会関東ブロック 日程：8/22（土）～23（日） 場所：埼玉県所沢市 

 派遣者数 4名（大西 毅、薄井 真知子、水間 絵美、慈眼 雅啓） 

・第 5回関東 9人制社会人男女優勝大会 日程：8/29（土）～30（日） 場所：茨城県ひたちなか市 
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 派遣者数 2名（和田 正人、清水 智美） 

・第 7回関東Ｕ-14クラブチャンピオンシップ男子大会 日程：8/30（土） 場所：神奈川県藤沢市 

 派遣者数 1名（高野 修） 

・関東 6人制社会人男女優勝大会 日程：9/5（土）～6（日） 場所：群馬県伊勢崎市 

 派遣者数 2名（川久保 敬規、虎澤 吉剛） 

【全国派遣】 

・第 68回全日本実業団男子選手権大会  

日程：7/24（金）～27（月） 場所：石川県金沢市 派遣者数 1名（花岡 直樹） 

・全国高等学校総合体育大会（女子） 

日程：7/28（火）～8/1（土） 場所：大阪府大阪市 派遣者数 1名（細井 啓太） 

・第 42回全国高等学校定時制・通信制大会  

日程：8/5（水）～9（日） 場所：神奈川県平塚市 派遣者数 1名（平泉 淳） 

・第 15回日本スポーツマスターズ 2015  

日程：9/18（金）～22（火） 場所：石川県金沢市 派遣者数 2名（田中 利昭、七澤 公仁） 

・第 14回全国社会人東ブロック男女優勝大会  

日程：11/6（金）～9（月） 場所：神奈川県平塚市 派遣者数 1名（石岡 仁、矢野 祥行） 

・第 45回全日本中学校選手権大会 日程：8/21（金）～24（月） 場所：北海道旭川市  

派遣者数 2名（杤堀 仁美、関野 智史） 

・ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 29回全国都道府県対抗中学大会 

 日程：12/25（金）～28（月）場所：大阪府大阪市他 派遣者数 1名（饗庭 和恵） 

・ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会  

日程：8/6（木）～9（日）場所：愛媛県伊予市 派遣者数 1名（村田 孝幸） 

・第 14回全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会  

日程：8/8（土）～11（火）場所：大阪府阪南市 派遣者数 1名（村田 孝幸） 

・第 29回ビーチバレージャパン  

日程：8/14（金）～16（日） 場所：神奈川県藤沢市 派遣者数 1名（横田 治人） 

◆役員派遣（視察） 

・第 70回国民体育大会バレーボール競技 日程：9/27（日）～30（水）場所：和歌山県橋本市他 

  派遣者数 2名（迫田義人専務理事、脇山久親競技委員長） 

・FIVBビーチバレーワールドツアーグランドスラム 2015横浜大会  
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日程：7/20(月祝)～26(日) 場所：神奈川県横浜市 

派遣者数 2名（迫田義人専務理事、脇山久親競技委員長） 

◆選手及びチームの派遣 

【関東大会】 

・第 59回関東 9人制実業団男女選手権大会 

日程：5/30（土）～31（日）場所：東京都日野市・立川市、下記チーム出場 

男子 日本無線（準優勝）、東京消防庁、凸版印刷、ＮＥＣ府中、横河電機、印刷局東京、東京都庁、 

ＪＴ東京 

女子 ＮＥＣ府中、日野自動車、東京都庁、丸紅東京、防衛省、東京東信用金庫 

・第 69回関東高等学校男子大会 

  日程：5/30（土）～31（日）場所：千葉県大網白里市、下記チーム出場 

  駿台学園高等学校（優勝）、東亜学園高等学校（準優勝）、足立新田高等学校、早稲田実業学校高等部、

関東第一高等学校、安田学園高等学校、東洋高等学校、日大豊山高等学校、上野高等学校、日本学園

高等学校、大森学園高等学校、東海大菅生高等学校 

・第 69回関東高等学校女子大会 

  日程：5/30（土）～31（日）場所：栃木県鹿沼市、下記チーム出場 

  共栄学園高等学校（優勝）、八王子実践高等学校、文京学院大学女子高等学校、下北沢成徳高等学校、

淑徳ＳＣ高等部、駿台学園高等学校、東京立正高等学校、日野高等学校、日体荏原高等学校、実践学

園高等学校、駒大高等学校、城東高等学校 

・第 37回関東 6・9人制クラブカップ男女選手権大会 

  日程：7/11（土）～12（日） 場所：群馬県伊勢崎市、下記チーム出場 

  男子 6 ＭＡＸ、東陵クラブ  男子 9 日本体育大学、新宿西龍会 

  女子 6 日女体クラブ、東女体クラブ  女子 9 東女体クラブ、新宿闘心会 

・第 50回関東中学校男女大会 

  日程：8/6（木）～8（土） 場所：千葉県船橋市・浦安市、下記チーム出場 

  男子 駿台学園中学校（優勝）、サレジオ中学校、安田学園中学校、足立区立渕江中学校、 

     大田区立南六郷中学校、大田区立大森第二中学校 

  女子 文京学院大学女子中学校（準優勝）、実践学園中学校、世田谷区立北沢中学校（優勝）、 

駿台学園中学校、八王子実践中学校、共栄学園中学校 

・天皇杯皇后杯全日本選手権大会関東ブロックラウンド 
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  日程：8/22（土）～23（日） 場所：埼玉県所沢市、下記チーム出場 

  少年男子 選抜チーム  少年女子 八王子実践高等学校 

  成年男子 ＦＣ東京  成年女子 ＧＳＳ 

・第 7回関東Ｕ-14クラブチャンピオンシップ男子大会 

  日程：8/30（日） 場所：神奈川県藤沢市、下記チーム出場 

  競技部門 立正クラブ  普及部門 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

・第 5回関東 9人制社会人男女優勝大会 

  日程：8/29（土）～30（日） 場所：茨城県ひたちなか市、下記チーム出場 

  男子 防衛省、印刷局東京、東京東信用金庫 

  女子 東女体Ａクラブ（優勝）、防衛省 

・関東ママさん大会 

  日程：9/5（土） 場所：東京都渋谷区、下記チーム出場 

  ＫＶＣ（Ｂ組優勝）、ＫＩＣ（Ｃ組優勝）、ＳＰ 

・第 3回関東 6人制社会人男女優勝大会 

  日程：9/5（土）～6（日） 場所：群馬県伊勢崎市、下記チーム出場 

  男子 ＦＯＶＡＬ ＢＯＮＤＳ（優勝）、三菱東京ＵＦＪ銀行、東京海上日動 

  女子 出場なし 

・天皇杯皇后杯全日本選手権大会関東ブロックラウンド 

  日程：10/24（土）～25（日） 場所：東京都日野市・立川市、下記チーム出場 

  男子 中央大学（ﾌｧｲﾅﾙ進出）、東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ、早稲田大学（ﾌｧｲﾅﾙ進出）、駿台学園高等学校、 

東京海上日動火災、東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ、日本体育大学、国士舘大学、警視庁 

  女子 日本女子体育大学、ＧＳＳ、日本大学、青山学院大学、日本体育大学、三菱東京ＵＦＪ銀行、 

共栄学園高等学校 

・第 31回関東小学生大会 

  日程：11/28（土）～29（日） 場所：東京都町田市、下記チーム出場 

  男子 小岩、立会  女子 狛江セブン、鷹番ＪＶＣ、ビーバーズ 

・関東ソフトバレーブロックフェスティバル兼第 14回関東ソフトバレーボール大会 

  日程：2016/2/7（日） 場所：東京都町田市、下記チーム出場 

  ﾌｧﾐﾘｰの部 明石オーシャンズ（準優勝）、 ﾔﾝｸﾞﾌﾘｰの部 Ｃｏｌｏｒｓ、 

ﾚﾃﾞｨｰｽの部 ＰＲＡＩＡ（準優勝）、Ｇｉｒａｓｏｌｅ 
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  ﾌﾞﾛﾝｽﾞの部 たまこ、 ｼﾙﾊﾞｰの部 ＺＥＡＬ、 ｺﾞｰﾙﾄﾞの部 ＺＥＡＬ（優勝） 

【全国大会】 

・2014/15Ｖ・プレミアリーグ、チャレンジリーグ 

日程：2014/10月～2015/4月 場所：全国各地、下記チーム出場 

  男子 ＦＣ東京、警視庁、東京ヴェルディ、東京トヨペット 

  女子 ＮＥＣ（シーズン優勝）、ＧＳＳ 

・第 63回黒鷲旗全日本男女選抜優勝大会 

  日程：5/1（金）～6（水） 場所：大阪府大阪市、下記チーム出場 

  男子 ＦＣ東京、警視庁、中央大学、日本体育大学、明治大学 

  女子 ＮＥＣ、日本体育大学 

・2015Ｖ・サマーリーグ女子大会東部女子 

  日程：7/3（金）～5（日） 場所：埼玉県深谷市、下記チーム出場 

  ＮＥＣ、ＧＳＳ 

・第 67回全日本 9人制実業団女子選手権大会 

  日程：7/9（木）～12（日） 場所：鳥取県鳥取市、下記チーム出場 

  ＮＥＣ府中、日野自動車、東京東信用金庫 

・第 68回全日本 9人制実業団男子選手権大会 

  日程：7/24（金）～27（月） 場所：石川県金沢市、下記チーム出場 

  ＪＴ東京、横河電機、ＮＥＣ府中、日本無線、東京都庁、凸版印刷 

・全国高等学校総合体育大会（女子） 

  日程：7/28（火）～8/1（土） 場所：大阪府大阪市他、下記チーム出場 

  文京学院大学女子高等学校（準優勝）、八王子実践高等学校 

・第 35回全日本 6人制クラブカップ女子選手権大会 

  日程：7/30（木）～8/2（日） 場所：岩手県一関市、下記チーム出場 

  東女体クラブ 

・全国高等学校総合体育大会（男子） 

  日程：8/2（日）～6（木） 場所：大阪府大阪市他、下記チーム出場 

  駿台学園高等学校（準優勝）、東亜学園高等学校 

・第 42回全国高等学校定時制・通信制大会 

  日程：8/5（水）～9（日） 場所：神奈川県平塚市、下記チーム出場 
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  男子 六本木高等学校、科学技術学園高校日野 

  女子 桐ヶ丘高等学校、浅草高等学校、荻窪高等学校、一橋高等学校 

・第 35回全日本 9人制クラブカップ女子選手権大会 

  日程：8/6（木）～9（日） 場所：北海道札幌市、下記チーム出場 

  東女体クラブ、新宿闘心会 

・第 35回全日本 9人制クラブカップ男子選手権大会 

  日程：8/7（金）～10（月） 場所：香川県高松市、下記チーム出場 

  日本体育大学、新宿西龍会 

・第 46回全国ママさん大会 

  日程：8/7（金）～10（月） 場所：宮城県仙台市他、下記チーム出場 

  ＡＳＨ（Ｂ組優勝） 

・第 35回全日本小学生大会 

  日程：8/11（火）～14（金） 場所：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、下記チーム出場 

  男子 小岩クラブ  女子 ＭＩＲＡＣＬＥ ＦＶＣ  混合 ＮＥＷ ＡＳＡＭＡＤＡＩ 

・第 35回全日本 6人制クラブカップ男子選手権大会 

  日程：8/14（金）～16（日） 場所：大阪府大阪市、下記チーム出場 

  ＭＡＸ、東陵クラブ、ドリフ海賊団 

・第 45回全日本中学校選手権大会 

  日程：8/21（金）～24（月） 場所：北海道旭川市、下記チーム出場 

  男子 駿台学園中学校（準優勝）、安田打学園中学校、サレジオ中学校 

  女子 世田谷区立北沢中学校（準優勝）、文京学院大学女子中学校、八王子実践中学校、 

共栄学園中学校、駿台学園中学校 

・ジャパンヤングカップ第 18回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 

  日程：9/21（月）～22（火） 場所：大阪府大阪市、下記チーム出場 

  Ｕ-14の部 ＤｒｏｐＪＹＶＣ  Ｕ-19の部 出場なし 

・第 15回日本スポーツマスターズ 2015 

  日程：9/18（金）～22（火） 場所：石川県金沢市、下記チーム出場 

  男子 東京実連（優勝）、ＺＯＭＢＩＥ  女子 丸紅東京、ファインズ 

・第 70回国民体育大会バレーボール競技 

  日程：9/27（日）～30（水） 場所：和歌山県橋本市他、下記チーム出場 
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  少年男子 選抜チーム  少年女子 八王子実践高等学校  成年男子 ＦＣ東京 

・第 14回全国社会人東ブロック男女優勝大会 

  日程：11/6（金）～9（月） 場所：神奈川県平塚市、下記チーム出場 

  男子 躍歩排球会、全目黒  女子 全目黒、ファインズ 

・第 64回全国青年大会 

  日程：11/14（土）～15（日） 場所：東京都江戸川区他、下記チーム出場 

  男子 江東（優勝）、全目黒 

  女子 全目黒（優勝）、新宿闘心会（準優勝） 

・第 85回全日本 9人制総合男子選手権大会 

  日程：11/20（金）～22（日） 場所：大阪府大阪市、下記チーム出場 

  ＪＴ東京、日本無線 

・第 84回全日本 9人制総合女子選手権大会 

  日程：11/28（土）～30（月） 場所：京都府京都市、下記チーム出場 

  日本女子体育大学、東京女子体育大学 

・スーパーカレッジバレー第 68回秩父宮賜杯全日本大学男子選手権大会 

  日程：11/30（月）～12/6（日） 場所：東京都大田区他、下記チーム出場 

  中央大学（優勝）、明治大学、早稲田大学他 

・スーパーカレッジバレー第 62回秩父宮妃賜杯全日本大学女子選手権大会 

  日程：11/30（月）～12/5（土） 場所：愛知県名古屋市、下記チーム出場 

  日本体育大学（準優勝）、青山学院大学、日本女子体育大学他 

・天皇杯皇后杯全日本選手権大会ファイナルラウンド 

  日程：12/18（金）～20（日）・26（土）～27（日） 場所：東京都渋谷区他、下記チーム出場 

  男子 ＦＣ東京、中央大学、早稲田大学  女子 ＮＥＣ（準優勝） 

・ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 29回全国都道府県対抗中学大会 

  日程：12/25（金）～28（月）場所：大阪府大阪市他、下記選抜チーム出場 

  男子 駿台学園中学校、安田学園中学校、足立区立新田中学校、サレジオ中学校、 

羽村市立羽村第一中学校、足立区立渕江中学校、板橋区立上板橋中学校、台東区立浅草中学校 

 女子 世田谷区立北沢中学校、八王子実践中学校、駿台学園中学校、文京学院大学女子中学校、 

共栄学園中学校 

・第 68回全日本高等学校男女選手権大会 
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  日程：2016/1/5（火）～7（木）・9（土）～10（日） 場所：東京都渋谷区、下記チーム出場 

  男子 東亜学園高等学校、駿台学園高等学校、東洋高等学校 

  女子 下北沢成徳高等学校（優勝）、八王子実践高等学校（準優勝）、文京学院大学女子高等学校 

・2015/16Ｖ・プレミアリーグ、チャレンジリーグⅠⅡ 

  日程：2015/10月～2016/3月 場所：全国各地、下記チーム出場 

  男子 ＦＣ東京、警視庁、東京ヴェルディ、東京トヨペット 

  女子 ＮＥＣ、ＧＳＳ 

・第 6回全国 6人制リーグ総合男女優勝大会 

  日程：2016/1月～3月 会場：全国各地、下記チーム出場 

  男子 三菱東京ＵＦＪ銀行（優勝）、東京海上日動  女子 三菱東京ＵＦＪ銀行（優勝） 

【ビーチバレー、8人制】 

・ＭＡＤＯＮＮＡ ＣＵＰビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会 

  日程：8/6（木）～9（日） 会場：愛媛県伊予市、下記チーム出場 

  共栄学園高校（辻村・菊池）、駒大駒場高校（三輪・竹内）、東京高校（高野・須藤） 

・全日本ビーチバレー大学男女選手権大会 

  日程：8/7（金）～9（日） 会場：神奈川県川崎市、下記チーム出場 

  男子 国士舘大学（黒川・但野）（優勝）、日本大学（岩下・西河）、法政大学（藤本・神谷） 

  女子 日本大学（吉原・本村）、東京女子体育大学（松田・鵜飼）、東京女子体育大学（平山・井上） 

・第 14回全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会 

  日程：8/8（土）～11（火） 会場：大阪府阪南市、左記チーム出場  前野・水原 

・第 29回ビーチバレージャパン 

  日程：8/14（金）～16（日） 会場：神奈川県藤沢市、左記チーム出場  畑・長谷川 

・第 6回全国中学生ビーチバレー大会 

  日程：8/16（日）～17（月） 会場：神奈川県藤沢市 

男子 出場なし  女子 品川区立伊藤学園、大田区立大森第八中学校 

・第 26回全日本ビーチバレー女子選手権大会 

  日程：8/20（木）～23（日） 会場：大阪府岬町、左記チーム出場  坂本・山田 

・第 70回国民体育大会イベント事業ビーチバレーボール競技会 

  日程：8/29（土）～30（日） 会場：和歌山県和歌山市、下記チーム出場 

  男子 西澤・菅原  女子 出場なし 
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・第 6回全国ヴィンテージ 8‘ｓ交流大会 

  日程：10/23（金）～25（日） 会場：沖縄県那覇市他、下記チーム出場 

  50歳以上の部 板橋マスターズ、阿佐ヶ谷クラブ、Ｕ７、三省クラブＶＭ 

  60歳以上の部 親父会 

 

◆平成 27年度関東・全国大会優勝チーム表彰式 

  平成 28年 4月 8日（金） 豊島区民センター イーストステージ・いけぶくろ 

 【全国優勝】 

  第 68回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子：下北沢成徳高等学校 

  スーパーカレッジバレー第 68回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会 男子：中央大学 

  ビーチバレージャパンカレッジ 2015 男子：国士舘大学（黒川・但野） 

  日本スポーツマスターズ 2015 男子：東京実連 

  全国 6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会 

男子：三菱東京ＵＦＪ銀行、女子：三菱東京ＵＦＪ銀行 

  第 46回全国ママさんバレーボール大会 Ｂ組優勝：ＡＳＨ 

 【関東優勝】 

第 50回関東中学校バレーボール大会 男子：駿台学園中学校、女子 世田谷区立北沢中学校 

第 69回関東高等学校バレーボール大会 男子：駿台学園高等学校、女子 共栄学園高等学校 

第 34回東日本大学バレーボール選手権大会 男子：早稲田大学、女子 日本体育大学 

関東 6人制バレーボール社会人男女優勝大会 男子：ＦＯＲＶＡＬ ＢＯＮＤＳ 

関東ママさんバレーボール大会 Ｂ組優勝：ＫＶＣ、Ｃ組優勝：ＫＩＣ 

第 14回関東ソフトバレーボール大会 ｺﾞｰﾙﾄﾞの部：ＺＥＡＬ 

【公益財団法人日本バレーボール協会表彰】 

  功労者Ⅰ 村岡 公夫   功労者Ⅱ 福澤 安光 

【公益財団法人東京都体育協会表彰】 

  生涯スポーツ功労者  杉山 吉延 

  生涯スポーツ優良団体 町田市バレーボール連盟 


