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平成 28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＞ 

◆国体候補選手強化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 3,066,000円国体候補選手強化費として） 

  平成 28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） 

  平成 28年 8月 19日～21日 岩手国体派遣旅費（ビーチ男女） 

・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 28年 5月 8日、7月 12～18日 強化練習会及び支部対抗戦の実施（高校男子） 

  平成 28年 11月 25～27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 1,500,000円ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ候補選手強化費として） 

  平成 28年 4月～10月 国内外中央競技団体主催大会の参加、派遣旅費等（ビーチ男女） 

 

（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 

 平成 28年 12月 24～28日 ＪＯＣカップ選抜強化練習会及び合宿等の実施、大会への参加（中学男女） 

◆ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 30回全国都道府県対抗中学大会 

 平成 28年 12月 24～28日 大阪府大阪市他、下記学校より選抜メンバーでチーム構成し、出場 

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

調布市立第四中学校、大田区立南六郷中学校、小平市立小平第四中学校、台東区立浅草中学校、 

荒川区立第五中学校 

 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、淑徳ＳＣ中等部 
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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30回ビーチバレージャパン都予選会 

第27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 

6/11（土） 

男子 5 
優 勝 畑・鈴木 

準優勝 西澤・平井 

女子 2 優 勝 田中・柴 

2 

平成28年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 

都予選会 

会場： 東京電機大学中学高等学校 

   中央大学附属高等学校 

7/16（土）～17（日） 

男子 11 
優 勝 早稲田大学 

準優勝 国士舘大学 

女子 11 
優 勝 日本女子体育大学 

準優勝 国士舘大学 

3 

第15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 

7/24（日） 

男子 9 
優 勝 三鷹球友会 

準優勝 新宿西龍会 

女子 3 
優 勝 丸紅東京 

準優勝 ファインズ 

4 

第16回日本スポーツマスターズ2016 

都予選会 

会場：日本体育大学世田谷キャンパス 

   ヤマトフォーラム 

6/26（日） 男子 8 
優 勝 東京実連 

準優勝 ＺＯＭＢＩＥ 

7/3（日） 女子 5 
優 勝 深三クラブ 

準優勝 HK.Powers 

5 
第65回全国青年大会都選考会 

会場：有明スポーツセンター 
7/31（日） 

男子 5 
優 勝 江東区（江東） 

準優勝 目黒区（全目黒） 

女子 2 優 勝 目黒区（全目黒） 

6 
第11回都協会・会長杯6人制男女優勝大会 

会場：東京電機大学中学高等学校  

7/30（土） 女子 10 
優 勝 東京立正Ａ 

準優勝 稲城ジュニアユースＶＣ 

7/31（日） 男子 7 
優 勝 加賀中 

準優勝 稲城ジュニアユースＶＣ 

7 

第86回全日本総合男子選手権大会都予選会 

第85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 

10/1（土）～2（日） 

男子 10 
優 勝 ＪＴ東京 

準優勝 横河電機 

女子 6 
優 勝 東女体クラブ 

準優勝 日本女子体育大学 

8 
第19回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 
7/10（日） 

男子 1 
1チームのみのため予選行わず、 

Drop JYVCが全国出場 

女子 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：東京武道館 

5/10（火）・11（水）・

13（金）・17（火） 
女子 34 

優 勝 世田谷Ｗｉｎｇ 

準優勝 メビウス 

2 

全日本実業団男女選手権大会（9人制） 

会場：日野自動車体育館 

   すみだ中小企業センター体育館 

5/7（土）～8（日） 男子 5 
優 勝 ＪＴ東京 

準優勝 日本無線 

5/5（木祝） 女子 2 優 勝 東京東信用金庫 

3 

全国ソフトバレーボール大会都予選会 

会場：武蔵野総合体育館 

健康福祉、ｼﾙﾊﾞｰの部は実施無し。 

6/5（日） 

ｽﾎﾟﾚｸ 4 
優 勝 アンビシャス 

準優勝 ＺＥＡＬ 

ﾚﾃﾞｨｰｽ 4 
優 勝 Girasole 

準優勝 ラッキクローバー 

ﾌﾘｰ 8 
優 勝 たまこ 

準優勝 ＩＦＶＣ 

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、ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 

5/29（日）・6/12

（日）・19（日） 

男子 187 
優 勝 東亜学園高等学校 

準優勝 駿台学園高等学校 

女子 275 
優 勝 下北沢成徳高等学校 

準優勝 八王子実践高等学校 
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5 

全日本小学生大会都大会 

会場：葛飾区水元体育館 

   中央区総合スポーツセンター 

6/25（土）・7/2（土） 

男子 14 
優 勝 東京杉一クラブ 

準優勝 ＧａＮＢａ ＪＶＣ 

女子 52 
優 勝 コスモスＪｒ 

準優勝 ジュニアエイト 

混合 4 
優 勝 馬込スピリッツ 

準優勝 町 田 Ｆalcon’s 

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：有明スポーツセンター 

サレジオ高等専門学校他 

5/22（日）・6/5（日） 男子6 12 
優 勝 Desperado 

準優勝 東陵東京クラブ 

5/29（日） 男子9 5 
優 勝 日本体育大学 

準優勝 三鷹球友会 

6/5（日） 女子6 5 
優 勝 日女体クラブ 

準優勝 東女体クラブ 

5/29（日） 女子9 8 
優 勝 東女体クラブ 

準優勝 日本体育大学 

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、 

品川区総合体育館、東京体育館他 

7/22（金）・25（月）・

26（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 世田谷区立北沢中学校 

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 

9/11（日）・22（木祝） 

代表決定戦11/19

（土） 

男子 
187 優 勝 駿台学園高等学校 

準優勝 東亜学園高等学校 4 

女子 
24※1 優 勝 下北沢成徳高等学校 

準優勝 共栄学園高等学校 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69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 

5/14（土）～15（日） 

男子 28 
優 勝 武蔵野市 

準優勝 江東区 

女子 39 
優 勝 墨田区 

準優勝 目黒区 

2 

第71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 

6/11（土） 
男子 4 

優 勝 ＦＣ東京 

準優勝 警視庁 

女子 2 優 勝 日本体育大学 

第71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 

6/11（土） 
男子 5 

優 勝 畑・脇谷 

準優勝 松本・佐藤 

女子 2 優 勝 長谷川・草野 

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 

9/3（土） 

・18（日） 

9男女 9 
優 勝 目黒区 

準優勝 稲城市 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ 6 
優 勝 世田谷区 

準優勝 練馬区 

ｼﾙﾊﾞｰ 6 
優 勝 世田谷区 

準優勝 三鷹市 

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 3 
優 勝 東大和市 

準優勝 中央区 

ﾌﾘｰ 5 
優 勝 中央区 

準優勝 小平市 

4 

第65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 

11/12（土）～13（日） 

男子 11 
優 勝 江東（東京第1代表） 

準優勝 全目黒（東京第2代表） 

女子 8 
優 勝 全目黒（東京第1代表） 

準優勝 青年藤沢（神奈川代表） 
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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6人制社会人男女優勝大会 

会場：日野市市民の森ふれあいホール 
9/3（土）～4（日） 

男子 12 
優 勝 FOVAL BONDS（東京） 

準優勝 Desperado（東京） 

女子 9 
優 勝 日女体クラブ（東京） 

準優勝 SPARK`s（栃木） 

 

◆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 
8/9（火）～12（金） 

男子 48 
優 勝 片桐VBC（奈良） 

準優勝 東京杉一クラブ（東京） 

女子 48 
優 勝 TIGERS（埼玉） 

準優勝 大曲（秋田） 

混合 40 
優 勝 山王（京都） 

準優勝 福島（和歌山） 

2 

第63回スーパーカレッジバレー 

全日本大学女子選手権大会 

会場：大田区総合体育館他 

11/28（月）～12/4

（日） 
女子 103 

優 勝 鹿屋体育大学（鹿児島） 

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 

12/16（金）～18（日） 

24（土）25（日） 

男子 24 
優 勝 東レ（静岡） 

準優勝 豊田合成（愛知） 

女子 24 
優 勝 久光製薬（佐賀） 

準優勝 日立（茨城） 

4 
第69回全日本高等学校選手権大会 

会場：東京体育館 
1/4（水）～8（日） 

男子 52 
優 勝 駿台学園高等学校（東京） 

準優勝 東亜学園高等学校（東京） 

女子 52 
優 勝 下北沢成徳高等学校（東京） 

準優勝 就実高等学校（岡山） 

5 

第7回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 

男女決勝リーグ 

会場：東京海上石神井体育館 

三菱東京ＵＦＪ銀行池尻クラブ体育館 

2/25（土）～26（日） 男子 7 

東京海上日動（東京）6勝0敗 

ｱｲ・ﾃﾞｨｰ・ｴﾌ（北海道）5勝1敗 

新日鐵住金君津（千葉）3勝3敗 

アイシン精機（愛知）3勝3敗 

FOVAL BONDS（東京）2勝4敗 

三菱東京ＵＦＪ銀行（東京）2勝4敗 

トヨタ車体（愛知）0勝6敗 

3/4（土）～5（日） 女子 6 

CLUB EHIME（愛媛）5勝0敗 

福井クラブ（福井）4勝1敗 

三菱東京ＵＦＪ銀行（東京）3勝2敗

セイコーエプソン（長野）2勝3敗 

ベスビアス新潟（新潟）1勝4敗 

栄クラブ（静岡） 0勝5敗 

6 第1回ソフトバレー・フリーフェスティバル 3/4（土）～5（日） ﾌﾘｰ 38 
優 勝 翔舞（長野） 

準優勝 フェニックス（広島） 

7 
ジャパンビーチバレーボールツアー2016 

会場：港区お台場海浜公園 

第1戦 

5/3（火祝）～5（木

祝） 

男子 
12（5）

※2 
優 勝 高橋・上場 

準優勝 仲矢・西村 

女子 
12（8） 

※2 

優 勝 草野・長谷川 

準優勝 西堀・溝江 

第4戦 

7/1（金）～3（日） 

男子 
12（3） 

※2 

優 勝 仲矢・西村 

準優勝 村上・清水 

女子 
12（1） 

※2 

優 勝 石井・村上 

準優勝 田中・藤井 

第9戦 

9/17（土）～19（月

祝） 

男子 
12（5）

※2 
優 勝 上場・長谷川 

準優勝 Ben O'Dea・Sam O'Dea ※3 

女子 
12（10）

※2 

優 勝 石井・村上 

準優勝 草野・長谷川 

※2 （ ）内は補欠エントリー数   ※3 海外よりエントリー 
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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＞ 

◆2016/17V・プレミアリーグ、2016/17Ｖ・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 
2016/17Ｖ・プレミアリーグ女子東京大会 

会場：東京体育館 
10/29（土）～30（日） 女子 8 

久光製薬×日立 

東レ×ＰＦＵ・トヨタ車体×ＪＴ・

ＮＥＣ×岡山 

2 

2016/17Ｖ・チャレンジリーグⅠⅡ 

男子日野大会 

会場：日野市市民の森ふれあいホール 

11/19（土）～20（日） 

男子

Ⅰ 
8 

富士通×大同特殊鋼・警視庁×大分

三好・トヨタ自動車×埼玉 

富士通×埼玉・大同特殊鋼×ＶＣ長

野・警視庁×つくば 

男子

Ⅱ 
4 

きんでん×兵庫・東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ×近畿

ｸﾗﾌﾞ 

近畿ｸﾗﾌﾞ×兵庫・東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ×きん

でん 

3 
2016/17Ｖ・プレミアリーグ男子大田大会 

会場：大田区総合体育館 
11/26（土）～27（日） 男子 4 

サントリー×堺 

ＦＣ東京×パナソニック 

4 

2016/17Ｖ・チャレンジリーグⅡ 

男子上板橋大会 

会場：板橋区立上板橋体育館  

12/10（土）～11（日） 男子 4 
近畿ｸﾗﾌﾞ×長野・東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ×千葉 

近畿ｸﾗﾌﾞ×千葉・東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ×長野 

5 
2016/17Ｖ・プレミアリーグ女子大田大会 

会場：大田区総合体育館 
1/14（土）～15（日） 女子 4 

日立×ＰＦＵ・ＮＥＣ×トヨタ車体 

トヨタ車体×ＰＦＵ・ＮＥＣ×日立 

6 
2016/17Ｖ・プレミアリーグ男子大田大会 

会場：大田区総合体育館 
1/21（土）～22（日） 男子 4 

サントリー×ＪＴ・豊田合成×堺 

サントリー×堺・豊田合成×ＪＴ 

7 
2016/17Ｖ・プレミアリーグ男子墨田大会 

会場：墨田区総合体育館 
1/28（土）～29（日） 男子 4 

ＦＣ東京×豊田合成・東レ×ｻﾝﾄﾘｰ 

ＦＣ東京×ｻﾝﾄﾘｰ・豊田合成×東レ 

8 

2016/17Ｖ・チャレンジリーグⅠⅡ 

男子稲城大会 

会場：稲城市総合体育館 

2/4（土）～5（日） 

男子

Ⅰ 
4 

大分三好×VC長野・警視庁×富士通 

富士通×VC長野・警視庁×大分三好 

男子

Ⅱ 
8 

きんでん×兵庫・千葉×長野・東京

ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ×奈良 NBK・近畿ｸﾗﾌﾞ×東京

ﾄﾖﾍﾟｯﾄ 

きんでん×奈良 NBK・近畿ｸﾗﾌﾞ×長

野・東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ×兵庫・千葉×東京

ﾄﾖﾍﾟｯﾄ 

9 

2016/17Ｖ・チャレンジリーグⅡ 

女子江戸川大会 

会場：江戸川区スポーツセンター  

2/11（土）～12（日） 女子 6 

浜松×ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ・ﾄﾖﾀ自動車×大阪・

ＧＳＳ×群馬銀行 

群馬銀行×ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ・ＧＳＳ×大阪 

10 
2016/17Ｖ・チャレンジリーグⅡ男子立川大会 

会場：立川市泉市民体育館 
2/18（土）～19（日） 男子 8 

兵庫×奈良NBK・近畿ｸﾗﾌﾞ×千葉・東

京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ×長野・東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ×きん

でん 

兵庫×千葉・近畿ｸﾗﾌﾞ×奈良NBK・き

んでん×東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ・東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ×

長野 

11 
2016/17Ｖ・プレミアリーグ女子F6大田大会 

会場：大田区総合体育館 
2/25（土）～26（日） 女子 6 

久光製薬×ＪＴ・日立×東レ 

ＮＥＣ×ＪＴ・日立×トヨタ車体 

12 
2016/17Ｖ・プレミアリーグ男子F6大田大会 

会場：大田区総合体育館 
3/4（土）～5（日） 男子 6 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ×ｼﾞｪｲﾃｸﾄ・ｻﾝﾄﾘｰ×堺 

豊田合成×東レ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ×ｻﾝﾄﾘｰ・

ｼﾞｪｲﾃｸﾄ×堺 

13 
2016/17Ｖ・プレミアリーグ男女ファイナル 

会場：東京体育館 
3/17（金）～19（日） 

男子 2 
優 勝 東レ（2勝0敗） 

準優勝 豊田合成（0勝2敗） 

女子 2 
優 勝 ＮＥＣ（2勝0敗） 

準優勝 久光製薬（0勝2敗） 

※斜体は、ホームチーム。 
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◆国際大会 

№ 大会名 開催日 性別 参加 

ﾁｰﾑ 

結果 

1 

2016リオデジャネイロオリンピックバレーボ

ール世界最終予選兼アジア大陸予選会 

会場：東京体育館 

5/14（土）～15（日） 

17（火）～18（水） 

20（金）～22（日） 

女子 8 

1位 イタリア 

2位 オランダ 

3位 日本 

5/28（土）～29（日） 

5/31（火）～6/2（木） 

6/4（土）～5（日） 

男子 8 

1位 ポーランド 

2位 イラン 

7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 20名（前年比+4） 

・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：8/6（土）7（日）13（土）14（日）合計 30時間 

会 場：中村中学校高等学校 受講者：53名（内、合格者：52名） 

・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：8/13（土）会 場：中村中学校高等学校 受講者：15名 

日本バレーボール協会より事業助成として 43,408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：2名 

吉井 祐二（ソフト）、中道 元貴（実連） 

上級コーチ推薦者：3名 

 竹内 寿郎（中体連）、秋山 美幸（大学）、井上 人哉（実連） 

・日本バレーボール協会公認講師認定講習会への受講生推薦 

  推薦者：3名 

   勝見 俊也（中体連）、竹山 賢哉（男高）、鈴木 剛（ソフト） 

・グローバル指導者育成事業「バレーボールコーチ・ワークショップ」の開催 

  開催日：3/25（土）26（日）合計 17時間 

会 場：日本体育大学世田谷キャンパス 受講者：25名 

  東京都体育協会より事業助成として 945,160円 
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◆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 45名（前年比-3） 

公認Ｃ級審判員登録者 11名（前年比+6） 

・各種審判講習会の開催及び受講生派遣 

審判伝達講習会（6・9人制、ビーチ、ソフト） 

開催日：4/8（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：205名 

関東ブロックＡ級審判員（6人制）講習会 

   開催日：4/9（土） 会場：藤沢翔陵高等学校（神奈川） 参加者：23名 

技術統計公認上級判定員認定講習会 

   開催日：4/29（金祝） 会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 参加者：5名 

関東ブロックＡ級審判員（9人制）講習会 

 開催日：4/24（日） 会場：山梨中央銀行体育館（山梨） 参加者：7名 

Ｂ級公認審判員資格取得講習会 

開催日： 7/30（土）～31（日） 会場：東京都バレーボール協会事務局、東京電機大学高等学校 

参加者：15名 

6人制Ａ級・Ａ級候補審判員技術強化事業 

   開催日：11/11（金）～14（月） 会場：島津アリーナ（京都） 参加者：1名 

9人制Ａ級・Ａ級候補審判員技術強化事業 

   開催日：11/29（火）～12/2（金） 会場：共和会館、墨田区総合体育館他  参加者：13名 

全国 6人制審判講習会 

   開催日：3/20（月祝） 会場：慶応義塾大学、慶応義塾中等部体育館  参加者：68名 

全国 9人制審判講習会 

   開催日：3/26（日） 会場：住友電工大阪工場体育館（大阪）  参加者：21名 

 全国ビーチバレーボール審判講習会 

   開催日：3/26（日） 会場：神奈川県川崎市港湾振興会館（神奈川） 参加者：9名 

・Ａ級候補審判員資格取得講習会への受講生推薦 

   開催日：8/12（金）～15（日） 会場：近畿大学（大阪） 

推薦者：3名（勝又 禎蔵、川久保 敬規、虎澤 吉剛） 

・Ｂ級審判員講習会への受講生推薦 
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  開催日：8/15（月）～17（水） 会場：近畿大学（大阪） 

  推薦者：5名（山下 亮、鈴木 美帆、大井 悠矢、金廣 祐介、高野 修） 

◆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 3,443名（+664） 

・東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 8,928名（+1,041） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部男子部 3,761名（+272） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部女子部 4,472名（+209） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール定時制・通信制部 67名（+22） 

・東京都高等専門学校バレーボール競技専門部 65名（+2） 

・東京都大学バレーボール連盟 2,154名（+141） 

・東京都実業団バレーボール連盟 584名（-55） 

・東京都クラブバレーボール連盟 893名（-13） 

・東京都ソフトバレーボール連盟 200名（-26） 

・東京都ビーチバレーボール連盟 72名（-3） 

・東京都ヤングバレーボール連盟 43名（+9） 

・都道府県等役員カテゴリー登録 122名（-32） 

◆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 

各 50,000円） 

 開催日：1/20（金） 会 場：大田区総合体育館  参加者：151名 

 開催日：1/27（金） 会 場：墨田区総合体育館  参加者：96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 60回関東 9人制実業団男女選手権大会 日程：5/28（土）～29（日） 場所：埼玉県さいたま市  

 派遣者数 2名（清水 智美、和田 正人） 

・第 70回関東高等学校男子選手権大会 日程：6/4（土）～5（日） 場所：山梨県甲府市  

 派遣者数 4名（明石 直樹、山下 亮、堀江 幸治、天海 創） 
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・第 70回関東高等学校女子選手権大会 日程：6/4（土）～5（日） 場所：神奈川県川崎市  

 派遣者数 4名（細井 啓太、楓 淳一郎、宍戸 成、村田 孝幸） 

・第 38回関東 6・9クラブカップ男女選手権大会 日程：7/9（土）～10（日）場所：茨城県ひたちなか市  

 派遣者数 2名（高野 修、小田 陽一郎） 

・第 51回関東中学校男女大会 日程：8/7（日）～9（火） 場所：山梨県甲府市  

 派遣者数 2名（関野 智史、饗庭 和恵） 

・第 71回国民体育大会関東ブロック 日程：7/24（日）ビーチ 場所：山梨県北杜市 

日程：8/27（土）～28（日）6人制 場所：山梨県甲府市 

 派遣者数 5名（仲 博史、大西 毅、慈眼 雅啓、江藤 幸恵、横田 治人） 

・第 6回関東 9人制社会人男女優勝大会 日程：8/27（土）～28（日） 場所：神奈川県相模原市  

 派遣者数 2名（矢野 祥行、金廣 祐介） 

・天皇杯皇后杯全日本選手権関東ﾌﾞﾛｯｸﾗｳﾝﾄﾞ 日程：10/22（土）～23（日）場所：神奈川県小田原市  

 派遣者数 2名（水間 絵美、中西 幸治） 

・第 32回関東小学生大会 日程：11/19（土）～20（日） 場所：茨城県筑西市、結城市 

 派遣者数 3名（小室 好雄、星名 滝枝、梅原 幸二） 

【全国派遣】 

・第 68回全日本実業団女子選手権大会 

日程：7/1（金）～4（月） 場所：滋賀県大津市 派遣者数 1名（花岡 直樹） 

・第 36回全日本 6人制クラブカップ男子選手権大会 

 日程：7/28（木）～31（日） 場所：宮城県仙台市 派遣者数 1名（虎澤 吉剛） 

・第 36回全日本 9人制クラブカップ女子選手権大会 

 日程：8/4（木）～7（日） 場所：千葉県千葉市 派遣者数 2名（田中 利昭、川久保 敬規） 

・第 36回全日本 6人制クラブカップ女子選手権大会 

 日程：8/11（木）～14（日） 場所：大阪府大阪市 派遣者数 1名（勝又 禎蔵） 

・第 46回全国ヤングクラブ優勝大会 

 日程：9/24（土）～25（日） 場所：大阪府大阪市 派遣者数 1名（平泉 淳） 

・ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 30回全国都道府県対抗中学大会 

 日程：12/25（日）～28（水）場所：大阪府大阪市他 派遣者数 1名（杤堀 仁美） 

・ビーチバレージャパンツアー2016第 1戦東京大会 

 日程：5/3（火祝）～5（木祝） 会場：東京都港区 派遣者数 1名（横田 治人） 
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・ビーチバレージャパンツアー2016第 3戦南あわじ大会 

 日程：6/25（土）～26（日） 会場：兵庫県南あわじ 派遣者数 1名（村田 孝幸） 

・ビーチバレージャパンツアー2016第 4戦東京大会 

 日程：7/1（金）～3（日） 会場：東京都港区 派遣者数 1名（横田 治人） 

・ビーチバレージャパンツアー2016第 6戦大洗大会 

 日程：7/23（土）～24（日） 会場：茨城県東茨城郡 派遣者数 1名（勝又 禎蔵） 

・ビーチバレージャパンツアー2016第 8戦伊予大会 

 日程：9/3（土）～4（日） 会場：愛媛県伊予市 派遣者数 1名（村田 孝幸） 

・ビーチバレージャパンツアー2016第 9戦東京大会 

 日程：9/17（土）～19（月祝） 会場：東京都港区 派遣者数 1名（横田 治人） 

・ビーチバレージャパンツアー2016第 10戦宮崎大会 

 日程：9/23（金）～24（土） 会場：宮崎県都城市 派遣者数 1名（村田 孝幸） 

・ビーチバレージャパンツアー2016第 12戦平塚大会 

 日程：10/22（土）～23（日） 会場：宮崎県都城市 派遣者数 1名（勝又 禎蔵） 

・ビーチバレーボールＡ級・Ａ級審判員技術強化事業 

日程：7/27（水）～29（金）場所：大阪府岬町 派遣者数 1名（勝又 禎蔵） 

◆役員派遣（視察） 

・リオデジャネイロオリンピック 

日程：8/2(火)～12(金) 場所：ブラジルリオデジャネイロ  

派遣者数 1名（脇山久親競技委員長） 

・第 71回国民体育大会関東ブロック 

  ビーチ 日程：7/23（土）～24（日） 場所：山梨県北杜市 

  派遣者数 1名（松田宣之指導普及副委員長）  

6人制 日程：8/26（金）～28（日） 場所：山梨県甲府市 

  派遣者数 2名（木高譲常務理事、多田稔強化副委員長）  

・第 71回国民体育大会（岩手国体） 

  ビーチ 日程：8/20（土）～21（日） 場所：岩手県陸前高田市 

派遣者数 1名（松田宣之指導普及副委員長）  

・日本スポーツマスターズ 2016バレーボール競技 

日程：9/24（土）～25（日） 場所：秋田県秋田市 
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  派遣者数 1名（髙橋治憲会長）  

◆選手及びチームの派遣 

【関東大会】 

・第 60回関東 9人制実業団男女選手権大会 

日程：5/28（土）～29（日）場所：埼玉県さいたま市、下記チーム出場 

男子 ＪＴ東京（優勝）、日本無線、ＮＥＣ府中、横河電機、凸版印刷、東京東信用金庫 

女子 東京東信用金庫、東京都庁、防衛省 

・第 70回関東高等学校男子大会 

  日程：6/4（土）～5（日）場所：山梨県小瀬市、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）、安田学園高等学校、早稲田実業学校高等部、

日大豊山高等学校、足立新田高等学校、駒沢大学高等学校、東洋高等学校、日本学園高等学校、城北

高等学校、東海大菅生高等学校、日本大学第三高等学校 

・第 70回関東高等学校女子大会 

  日程：6/4（土）～5（日）場所：神奈川県川崎市、下記チーム出場 

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

高等学校、実践学園高等学校、駿台学園高等学校、淑徳ＳＣ高等部、日本体育大学荏原高等学校、都

立駒場高等学校、藤村女子高等学校、東京立正高等学校、東京高等学校 

・第 38回関東 6・9人制クラブカップ男女選手権大会 

  日程：7/9（土）～10（日） 場所：茨城県ひたちなか市、下記チーム出場 

  男子 6 Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ  男子 9 日本体育大学 

  女子 6 日女体クラブ、東女体クラブ  女子 9 東女体クラブ（優勝） 

・第 51回関東中学校男女大会 

  日程：8/7（日）～9（火） 場所：山梨県甲府市、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、荒川区立第五中学校 

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

駿台学園中学校、共栄学園中学校、淑徳ＳＣ中等部 

・第 71回国民体育大会関東ブロック 

日程：7/24（日）ビーチ 場所：山梨県北杜市 

男子 脇谷正二・畑信也（本大会進出）  女子 草野歩・長谷川暁子（本大会進出） 
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日程：8/27（土）～28（日）6人制 場所：山梨県甲府市 

  成年男子 ＦＣ東京（本大会進出）  成年女子 日本体育大学 

  少年男子 東京選抜（本大会進出）  少年女子 下北沢成徳高等学校（本大会進出） 

・第 6回関東 9人制社会人男女優勝大会 

  日程：8/27（土）～28（日） 場所：神奈川県相模原市、下記チーム出場 

  男子 全目黒、三鷹球友会、新宿西龍会、品川選抜、印刷局東京、躍歩排球会 

  女子 東女体Ａクラブ（優勝）、ファインズ、丸紅東京 

・関東ママさん大会 

  日程：8/27（土） 場所：茨城県鹿嶋市、下記チーム出場 

  世田谷Ｗｉｎｇ（Ｂ組優勝）、四ツ葉クラブ、ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 

・第 4回関東 6人制社会人男女優勝大会 

  日程：9/3（土）～4（日） 場所：東京都日野市、下記チーム出場 

  男子 ＦＯＲＶＡＬ ＢＯＮＤＳ（優勝）、東陵東京クラブ、Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ 

  女子 日女体クラブ（優勝） 

・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：10/22（土）～23（日） 場所：神奈川県小田原市、下記チーム出場 

  男子 中央大学（ﾌｧｲﾅﾙ進出）、日本体育大学（ﾌｧｲﾅﾙ進出）、警視庁、東京ヴェルディ、東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ、 

ＦＯＲＶＡＬ ＢＯＮＤＳ、早稲田大学、明治大学、駿台学園高等学校、ＪＯＣ東京 

  女子 ＧＳＳ東京、三菱東京ＵＦＪ銀行、日本体育大学、日本女子体育大学、東京女子体育大学、 

下北沢成徳高等学校、ＪＯＣ東京 

・第 7回全国 6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会 関東ブロック地域リーグ 

  日程：11/19（土）～20（日） 場所：埼玉県羽生市他、下記チーム出場 

  男子 東陵東京クラブ、ウェルネス、立正大学、ＦＯＲＶＡＬ ＢＯＮＤＳ、東京海上日動、 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

  女子 三菱東京ＵＦＪ銀行 

・第 32回関東小学生大会 

  日程：11/19（土）～20（日） 場所：茨城県筑西市、結城市、下記チーム出場 

  男子 東京杉一クラブ、ＧaＮＢaＪＶＣ  

女子 鶴川ウィングス、藤橋ＪＶＣ、ＭＩＲＡＣＬＥ・ＦＶＣ 

・関東ソフトバレーブロックフェスティバル兼第 15回関東ソフトバレーボール大会 
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  日程：2/5（日） 場所：茨城県日立市、下記チーム出場 

  ﾌｧﾐﾘｰの部 東金町ビーバーズ  ﾔﾝｸﾞﾌﾘｰの部 Ｇｉｒａｓｏｌｅ 

ﾚﾃﾞｨｰｽの部 ラッキークローバー  ﾌﾞﾛﾝｽﾞの部 たまこ   

  ｼﾙﾊﾞｰの部 アンビシャス  ｺﾞｰﾙﾄﾞの部 ＺＥＡＬ（優勝） 

【全国大会】 

・第 65回黒鷲旗全日本男女選抜優勝大会 

  日程：4/29（金）～5/5（木） 場所：大阪府大阪市、下記チーム出場 

  男子 ＦＣ東京、中央大学、早稲田大学 

  女子 ＮＥＣ、青山学院大学、下北沢成徳高等学校、日本体育大学 

・2016Ｖ・サマーリーグ女子大会東部女子 

  日程：7/1（金）～3（日） 場所：石川県金沢市、下記チーム出場 

  ＮＥＣ、ＧＳＳ東京 

・第 68回全日本 9人制実業団女子選手権大会 

  日程：7/1（金）～4（月） 場所：滋賀県大津市、下記チーム出場 

  東京東信用金庫 

・第 69回全日本 9人制実業団男子選手権大会 

  日程：7/22（金）～25（月） 場所：島根県松江市、下記チーム出場 

  ＪＴ東京、横河電機、日本無線 

・第 36回全日本 6人制クラブカップ男子選手権大会 

  日程：7/28（木）～31（日） 場所：宮城県仙台市、下記チーム出場 

  Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ 

・全国高等学校総合体育大会（男子） 

  日程：7/29（金）～8/2（火） 場所：山口県山口市他、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 

・全国高等学校総合体育大会（女子） 

  日程：8/3（水）～7（日） 場所：山口県山口市他、下記チーム出場 

  下北沢成徳高等学校（優勝）、八王子実践高等学校 

・第 43回全国高等学校定時制・通信制大会 

  日程：8/3（水）～7（日） 場所：神奈川県平塚市、下記チーム出場 

  男子 六本木高等学校、科学技術学園高校日野、都立足立高等学校 
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  女子 浅草高等学校、荻窪高等学校、砂川高等学校 

・第 36回全日本 9人制クラブカップ女子選手権大会 

  日程：8/4（木）～7（日） 場所：千葉県千葉市、下記チーム出場 

  日女体クラブ、日本体育大学、東女体クラブ 

・第 36回全日本 9人制クラブカップ男子選手権大会 

  日程：8/11（木）～14（日） 場所：三重県伊勢市、下記チーム出場 

  日本体育大学 

・第 36回全日本小学生大会 

  日程：8/9（火）～12（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 東京杉一クラブ  女子 コスモスＪｒ  混合 馬込スピリッツ 

・第 36回全日本 6人制クラブカップ女子選手権大会 

  日程：8/12（金）～14（日） 場所：大阪府大阪市、下記チーム出場 

  日女体クラブ 

・第 46回全日本中学校選手権大会 

  日程：8/20（土）～22（月） 場所：富山県魚津市他、下記チーム出場 

  男子 駿台学園中学校（準優勝）、安田学園中学校、大田区立南六郷中学校 

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

・第 47回全国ママさん大会 

  日程：8/4（木）～7（日） 場所：福島県福島市、下記チーム出場 

  世田谷Ｗｉｎｇ 

・第 19回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 

  日程：9/24（土）～25（日） 場所：大阪府大阪市他、下記チーム出場 

  男子 Ｕ-14の部 ＤｒｏｐＪＹＶＣ  Ｕ-19の部 出場なし 

  女子 Ｕ-14の部 ＤｒｏｐＪＹＶＣ  Ｕ-19の部 出場なし 

・第 16回日本スポーツマスターズ 2016 

  日程：9/24（土）～27（火） 場所：秋田県秋田市、下記チーム出場 

  男子 東京実連（優勝）、ＺＯＭＢＩＥ  女子 深三クラブ、ＨＫ.Ｐｏｗｅｒｓ 

・第 71回国民体育大会バレーボール競技 

  日程：10/2（日）～5（水） 場所：岩手県花巻市他、下記チーム出場 

  少年男子 選抜チーム（優勝）  少年女子 下北沢成徳高等学校（準優勝）  
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成年男子 ＦＣ東京 

・第 15回全国社会人東ブロック男女優勝大会 

  日程：11/3（木）～6（日） 場所：北海道江別市、下記チーム出場 

  男子 三鷹球友会、新宿西龍会、全目黒  女子 丸紅東京、ファインズ 

・第 65回全国青年大会 

  日程：11/12（土）～13（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（準優勝） 

  女子 全目黒（優勝）、品川 

・第 86回全日本 9人制総合男子選手権大会 

  日程：11/11（金）～14（月） 場所：京都府京都市、下記チーム出場 

  ＪＴ東京、横河電機 

・第 85回全日本 9人制総合女子選手権大会 

  日程：11/17（木）～20（日） 場所：大阪府大阪市、下記チーム出場 

  日本女子体育大学、東京女子体育大学、日本体育大学 

・スーパーカレッジバレー第 69回秩父宮賜杯全日本大学男子選手権大会 

  日程：11/28（月）～12/3（土） 場所：愛知県名古屋市他、下記チーム出場 

  中央大学（優勝）、日本体育大学、早稲田大学他 

・スーパーカレッジバレー第 63回秩父宮妃賜杯全日本大学女子選手権大会 

  日程：11/28（月）～12/4（日） 場所：東京都大田区他、下記チーム出場 

  日本体育大学、青山学院大学、日本女子体育大学他 

・第 6回全国ママさん冬季大会 

  日程：12/8（木）～11（日） 場所：新潟県新潟市、下記チーム出場 

  Ｃｌｕｂ.Ｊｉｒｏ（Ｃ組優勝） 

・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：12/16（金）～18（日）・24（土）～25（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 

・ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 30回全国都道府県対抗中学大会 

  日程：12/25（日）～28（水）場所：大阪府大阪市他、下記チーム出場 

  男子 選抜チーム（準優勝） 女子 選抜チーム 

・第 69回全日本高等学校男女選手権大会 
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  日程：1/4（水）～8（日） 場所：東京都渋谷区、下記チーム出場 

  男子 駿台学園高等学校（優勝）、東亜学園高等学校（準優勝）、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、共栄学園高等学校 

・2016/17Ｖ・プレミアリーグ、チャレンジリーグⅠⅡ 

  日程：2016/10月～2017/3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（シーズン優勝）、ＧＳＳ東京 

・第 7回全国 6人制リーグ総合男女優勝大会 

  日程：2017/1月～3月 会場：全国各地、下記チーム出場 

  男子 東京海上日動、ＦＯＲＶＡＬ ＢＯＮＤＳ、三菱東京ＵＦＪ銀行 

女子 三菱東京ＵＦＪ銀行 

【ビーチバレーボール】 

・第 27回全日本ビーチバレー女子選手権大会 

  日程：7/28（木）～31（日） 会場：大阪府岬町、右記チーム出場  田中・柴 

・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：8/11（木）～14（日） 会場：愛媛県伊予市、下記チーム出場 

  共栄学園高等学校（辻村・菊池）、東京高等学校（高野・須藤）、 

日体荏原・都立上野高等学校（岡田・相原） 

・ビーチバレーボール・ジャパン・カレッジ 2016第 28回全日本ビーチバレーボール大学男女選手権大会 

  日程：8/5（金）～7（日） 会場：神奈川県川崎市、下記チーム出場 

  男子 国士舘大学（曽我・鈴木）、日本大学（岩下・東藤） 

  女子 日本大学（吉原・本村）、東京女子体育大学（山﨑・池内）、東京女子体育大学（堀越・岩田） 

・第 30回ビーチバレージャパン 

  日程：8/26（金）～28（日） 会場：神奈川県藤沢市、右記チーム出場  畑・鈴木 

・第 7回全国中学生ビーチバレー大会 

  日程：8/13（土）～14（日） 会場：神奈川県藤沢市 

男子 大泉第二中学校、稲城ジュニアユースＶＣ 

女子 品川学園、大田区立大森第八中学校 

・第 71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：8/20（土）～21（日） 会場：岩手県陸前高田市、下記チーム出場 
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  男子 畑・脇谷  女子 長谷川・草野（優勝） 

【8人制】 

・第 7回全国ヴィンテージ 8‘ｓ交流大会 

  日程：9/30（金）～10/2（日） 会場：北海道函館市他、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、サンデーズ 

【ソフトバレー】 

・第 24回全国ソフトバレーシルバーフェスティバル 

  日程：10/8（土）～9（日）  会場：徳島県鳴門市、下記チーム出場 

  ＺＥＡＬ 

・第 18回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル 

  日程：10/29（土）～30（日） 会場：沖縄県那覇市、下記チーム出場 

  Ｇiｒａｓｏｌｅ 

・第 5回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル  

  日程： 11/12（土）～13（日） 会場：島根県松江市、下記チーム出場 

  アンビシャス 

・第 1回 全国ソフトバレー フリーフェスティバル in 町田 

  日程：3/3（金）～5（日） 会場：東京都町田市、下記チーム出場 

  たまこ、ＩＦＶＣ 

 

◆平成 28年度関東・全国大会優勝チーム表彰式 

  平成 29年 4月 7日（金） 池袋アカデミーホール 

 【全国優勝】 

  全国高等学校総合体育大会男女バレーボール競技大会 

                  男子：駿台学園高等学校 女子：下北沢成徳高等学校 

第 69回全日本バレーボール高等学校選手権大会  

男子：駿台学園高等学校 女子：下北沢成徳高等学校 

  スーパーカレッジバレー第 69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 

  日本スポーツマスターズ 2016 男子：東京実連 

  2016/17Ｖ・プレミアリーグ 女子：ＮＥＣレッドロケッツ 
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  第 6回全国ママさんバレーボール冬季大会 Ｃ組優勝：Ｃｌｕｂ.Ｊｉｒｏ  

  第 18回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル パート優勝：Ｇiｒａｓｏｌｅ 

  第 71回国民体育大会バレーボール競技 

        6人制 少年男子：東京選抜 

ビーチバレーボール 成年女子：東京都（長谷川暁子・草野歩組） 

 【関東優勝】 

第 51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 70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：下北沢成徳高等学校 

第 35回東日本大学バレーボール選手権大会 男子：日本体育大学 

関東 9人制バレーボール実業団男女選手権大会 男子：ＪＴ東京  

第 38回関東 9人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会 女子：東女体Ａクラブ 

関東ママさんバレーボール大会 Ｂ組優勝：世田谷Ｗｉｎｇ 

第 15回関東ソフトバレーブロックフェスティバル兼第 15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 高橋 治憲   功労者Ⅱ 鈴木 力正 

【公益財団法人東京都体育協会表彰】 

  生涯スポーツ功労者  横井 明子 

  生涯スポーツ優良団体 国分寺市バレーボール連盟 
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