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平成 29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 3,318,500円国体候補選手強化費として） 

  平成 29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 29年 6月～9月 ツアー等の全国大会派遣や合宿（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 29年 5月 14日、7月 13～16日 強化練習会及び支部対抗戦の実施（高校男子） 

  平成 29年 11月 25～26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 29年 4月～平成30年 3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 29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 31回全国都道府県対抗中学大会 

 平成 29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、サレジオ中学校、足立区立渕江中学校、品川区立浜川中学校、 

大田区立大森第二中学校、大田区立南六郷中学校、江戸川区立葛西第三中学校、 

板橋区立上板橋第一中学校 

 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、東京立正中学校 
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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 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 

第31回ビーチバレージャパン都予選会 

第28回全日本ビーチバレー女子選手権大会 

都予選会 

会場：大田区大森東水辺ｽﾎﾟｰﾂ広場ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ

場 

6/3（土） 

男子 5 
優 勝 小野寺・中山 

準優勝 但野・伊藤 

女子 2 優 勝 藤井・坂口 

2 

平成29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 

8/5（土）～6（日） 

男子 10 
優 勝 日本体育大学 

準優勝 ＮＯＶＯ 

女子 8 
優 勝 東京女子体育大学 

準優勝 日本大学 

3 

第16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 

7/16（日） 
男子 7 

優 勝 東京東信用金庫 

準優勝 全目黒 

女子 2 優 勝 新宿闘心会 

4 

第17回日本スポーツマスターズ2017 

都予選会 

男子会場：日本体育大学世田谷キャンパス 

女子会場：ヤマトフォーラム 

6/25（日） 男子 7 
優 勝 東京実連 

準優勝 ＺＯＭＢＩＥ 

7/2（日） 女子 5 
優 勝 ファインズ 

準優勝 丸紅東京 

5 
第66回全国青年大会都選考会 

会場：有明スポーツセンター 
7/23（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 新宿区（新宿闘心会） 

準優勝 目黒区（全目黒） 

6 
第12回都協会・会長杯6人制男女優勝大会 

会場：狛江市民総合体育館  

7/29（土） 女子 16 
優 勝 東京立正Ｂ 

準優勝 淑徳ＳＣＪｕｎｉｏｒ 

7/30（日） 男子 7 
優 勝 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

準優勝 稲城ジュニアユースＶＣ 

7 

第87回全日本総合男子選手権大会都予選会 

第86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 

9/30（土）～10/1（日） 男子 9 
優 勝 ＪＴ東京 

準優勝 横河電機 

9/10（日） 女子 8 
優 勝 東京東信用金庫 

準優勝 日本女子体育大学 

8 
第20回全国ヤングクラブ優勝大会都予選会 

会場：板橋区立上板橋第一中学校  
7/17（月祝） 

男子 

Ｕ-14 
2 優 勝 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

女子 

Ｕ-14 
3 

優 勝 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

準優勝 Ｂｅｔｔｙ Ｂｅａｓｔｓ 

9 

第1回東京都ビーチバレー中学生大会 兼 

第8回湘南藤沢カップ全国中学生大会予選 

会場：大田区大森東水辺ｽﾎﾟｰﾂ広場ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ

場 

7/9（日） 

男子 8 
優 勝 西東京市立ひばりが丘中学校 

準優勝 大田区立大森第一中学校 

女子 11 
優 勝 大田区立大森第八中学校Ａ 

準優勝 大田区立大森第八中学校Ｂ 

◆主催競技会（各セクション大会） 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

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 

5/9（火） 

5/22（月） 
女子 36 

優 勝 Ｖｉｖｉｄ 

準優勝 メッツ 

2 

全日本実業団男女選手権大会（9人制） 

会場：ＢｕｍＢ東京スポーツ文化館  

※女子の実施無し 

5/6（土）～7（日） 男子 9 
優 勝 ＪＴ東京 

準優勝 日本無線 

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サブアリーナ 

※健康福祉は実施無し 

5/21（日） 

6/17（土） 

7/9（日） 

ｽﾎﾟﾚｸ 2 優 勝 ＰＩＧＬＥＴＳ 

ﾚﾃﾞｨｰｽ 3 
優 勝 Ｇｉｒａｓｏｌｅ 

準優勝 Ｃｅｌｌ 

ﾌﾘｰ 2 優 勝 ＪＥＴ 

ｼﾙﾊﾞｰ 1 1チームのため実施無し（厚生年金ｸﾗﾌﾞ） 

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、青山学院記念館 

6/11（日） 

6/18（日） 

6/25（日） 

男子 194 
優 勝 東亜学園高等学校 

準優勝 駿台学園高等学校 

女子 290 
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：葛飾区水元総合スポーツセンター他 

   中央区立総合スポーツセンター 

6/24（土） 

7/1（土） 

男子 14 
優 勝 若葉ビクトリー 

準優勝 ＧａＮＢａＪＶＣ 

女子 52 
優 勝 コスモスＪｒ 

準優勝 小岩クラブ 

混合 4 
優 勝 馬込スピリッツ 

準優勝 みたかウェーブ 

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：日本体育大学世田谷キャンパス 

サレジオ高等専門学校 

江東区スポーツ会館 

5/14（日） 

9男 5 
優 勝 日本体育大学 

準優勝 三鷹球友会 

9女 8 
優 勝 日本体育大学 

準優勝 東女体クラブ 

5/28（日） 

6/4（日） 

6男 11 
優 勝 Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ 

準優勝 東陵東京クラブ 

6女 7 
優 勝 ＢＴＭＵクラブ 

準優勝 日女体クラブ 

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（土） 

7/24（月）～25（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 文京学院大学女子中学校 

準優勝 共栄学園中学校 

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 

5/20（土） 

9/10（日） 

9/23（土祝） 

代表決定戦 

11/18（土） 

男子 
183 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 下北沢成徳高等学校 

準優勝 八王子実践高等学校 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 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 

第70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 

5/20（土）～21（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 江東区 

2 

第72回国民体育大会都予選会（6人制） 

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 

（ビーチと共有） 

※少年男女はインターハイ予選を兼ねて実施 

6/10（土） 

成年 

男子 
4 

優 勝 ＦＣ東京 

準優勝 警視庁フォートファイターズ 

成年 

女子 
1 1チームのため実施なし（ＧＳＳ東京） 

第72回国民体育大会都予選会（ビーチ） 

会場：大田区大森東水辺スポーツ広場 

東京都体育協会より事業費として290,000円 

（6人制と共有） 

6/17（土） 

男子 3 
優 勝 清水・永井 

準優勝 西澤・小林 

女子 3 
優 勝 坂本・沢目 

準優勝 藤井・草野 

3 

都民生涯スポーツ大会ソフトバレー 

会場：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 

9/2（土） 

9/9（土） 

9男女 12 
Ａブロック優勝 目黒区 

Ｂブロック優勝 町田市 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ 6 
優 勝 府中市 

準優勝 品川区 

ｼﾙﾊﾞｰ 6 
優 勝 中央区 

準優勝 世田谷区 

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 4 
優 勝 世田谷区 

準優勝 江戸川区 

ﾌﾘｰ 3 
優 勝 品川区 

準優勝 中央区 

4 

第66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 

11/11（土）～12（日） 

男子 11 
優 勝 南足柄市ストロング（神奈川） 

準優勝 敦賀クラブ（福井） 

女子 9 
優 勝 青年藤沢（神奈川） 

準優勝 糟屋郡（福岡） 
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◆関東大会（都で開催する関東大会。今年は実施無し） 

◆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 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 

ジャパンビーチバレーボールツアー2017 

第1戦会場：港区お台場海浜公園 

第 8 戦会場：大田区大森東水辺ｽﾎﾟｰﾂ広場ﾋﾞｰ

ﾁﾊﾞﾚｰ場 

※ （ ）内は補欠エントリー数 

第1戦 

5/3（水祝）～5（金

祝） 

男子 16（4） 
優 勝 高橋・白鳥 

準優勝 清水・佐藤 

女子 16（3） 
優 勝 長谷川・二見 

準優勝 宮川・村上 

第8戦 

9/2（土）～3（日） 

男子 12（4） 
優 勝 高橋・白鳥 

準優勝 畑辺・村上 

女子 12（4） 
優 勝 石井・村上 

準優勝 長谷川・二見 

2 

Ｖマッチビーチバレーボール大会in おおた 

会場：大田区大森東水辺ｽﾎﾟｰﾂ広場ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ

場 

5/20（土）～21（日） 男子 9 
優 勝 興梠・久保山 

準優勝 越川・山村 

3 
第37回全日本小学生大会 

会場：東京体育館、町田市立総合体育館他 
8/7（月）～10（木） 

男子 48 
優 勝 若葉ビクトリー（東京） 

準優勝 スマイルＶＢＣ（大阪） 

女子 48 
優 勝 高須ＶＢＣ（広島） 

準優勝 合志ＪＶＢＣ（熊本） 

混合 40 
優 勝 あおいジュニア（愛知） 

準優勝 余土ＶＢＣ（愛媛） 

4 
第3回全日本9人制トップリーグ男子大会 

会場：BumB東京スポーツ文化館 
10/7（土）～9（月祝） 男子 8 

優 勝 中部徳洲会病院（沖縄） 

準優勝 住友電工（大阪） 

5 

第 70回秩父宮賜杯・第 64回秩父宮妃賜杯全

日本大学男女選手権大会スーパーカレッジバ

レー2017 

会場：大田区総合体育館他 

11/27（月）～ 

12/3（日） 

男子 64 
優 勝 早稲田大学（東京） 

準優勝 筑波大学（茨城） 

女子 64 
優 勝 青山学院大学（東京） 

準優勝 筑波大学（茨城） 

6 

平成29年度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 

12/15（金）～17（日） 

23（土祝）～24（日） 

男子 24 
優 勝 パナソニック（大阪） 

準優勝 豊田合成（愛知） 

女子 24 
優 勝 トヨタ車体（愛知） 

準優勝 デンソー（愛知） 

7 
第70回全日本高等学校選手権大会 

会場：東京体育館 

2018/1/4（木）～ 

8（月祝） 

男子 52 
優 勝 鎮西高等学校（熊本） 

準優勝 洛南高等学校（京都） 

女子 52 
優 勝 金蘭会高等学校（大阪） 

準優勝 東九州龍谷高等学校（大分） 

8 

第8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：三菱東京ＵＦＪ銀行池尻クラブ体育館 

1/27（土）～28（日） 女子 8 

CLUB EHIME（愛媛）2勝1敗 

ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄｱﾘｰｽﾞ（長野）1勝1敗 

三菱東京ＵＦＪ銀行（東京）1勝1敗 

ヴィクトリーナ姫路（兵庫）1勝0敗 

福井クラブ（福井）1勝0敗 

山梨中央銀行（山梨）1勝0敗 

ベスビアス新潟（新潟）0勝2敗 

栄クラブ（静岡）0勝2敗 

3/3（土）～4（日） 男子 7 

東京海上（東京）6勝0敗 

アイシン精機（愛知）5勝1敗 

サフィルヴァ北海道（北海道）4勝2敗 

FOVAL BONDS（東京）3勝3敗 

三菱東京ＵＦＪ銀行（東京）2勝4敗 

新日鐵住金君津（千葉）1勝5敗 

トヨタ車体（愛知）0勝6敗 

9 
第2回ソフトバレー・フリーフェスティバル 

会場：町田市立総合体育館 
2/17（土）～18（日） ― 48 

優 勝 翔舞（長野） 

準優勝 南ＺＥＲＯ（福岡） 
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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＞ 

◆2017/18Ｖ・プレミアリーグ、2017/18Ｖ・チャレンジリーグⅠ・Ⅱ 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果・内容等 

1 
2017/18Ｖ・プレミアリーグ男子東京大会 

会場：東京体育館 
10/21（土）～22（日） 男子 8 

サントリー×ＪＴ、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ×ＦＣ東京 

東レ×豊田合成、ジェイテクト×堺 

2 

2017/18Ｖ・チャレンジリーグⅡ女子東京大会

（ＧＳＳＨＧ） 

会場：港区スポーツセンターより 

青山学院記念館へ会場変更 

11/11（土）～12（日） 女子 5 

プレステージ×大阪、ＧＳＳ×柏 

柏×群馬銀行、ＧＳＳ×大阪 

3 

2017/18Ｖ・チャレンジリーグⅡ男子日野大会 

（東京ヴェルディＨＧ） 

会場：日野市市民の森ふれあいホール  

11/18（土）～19（日） 男子 6 

近畿クラブ×兵庫、千葉×奈良、 

東京ヴェルディ×三重 

近畿クラブ×三重、千葉×兵庫、 

東京ヴェルディ×奈良 

4 

2017/18Ｖ・プレミアリーグ男子大田大会 

（サントリーＨＧ） 

会場：大田区総合体育館 

11/25（土）～26（日） 男子 4 
サントリー×ＦＣ東京、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ×ＪＴ 

サントリー×ＪＴ、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ×ＦＣ東京 

5 

2017/18Ｖ・チャレンジリーグⅡ男子板橋大会 

（東京トヨペットＨＧ） 

会場：板橋区立上板橋体育館 

12/2（土）～3（日） 男子 4 
長野×兵庫、東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ×東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 

東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ×長野、東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ×兵庫 

6 

2017/18Ｖ・プレミアリーグ男子駒沢大会 

（ＦＣ東京ＨＧ） 

会場：駒沢屋内球技場  

12/9（土）～10（日） 男子 4 
ＦＣ東京×ｼﾞｪｲﾃｸﾄ、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ×堺 

ＦＣ東京×堺、ｼﾞｪｲﾃｸﾄ×ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 

7 

2017/18Ｖ・プレミア、チャレンジリーグⅠ男

子大田大会（サントリー/ＦＣ東京/警視庁Ｈ

Ｇ合同開催） 

会場：大田区総合体育館 

2018/1/12（金）～ 

14（日） 
男子 8 

サントリー×東レ 

ＦＣ東京×ｼﾞｪｲﾃｸﾄ、警視庁×大分三好 

大分三好×埼玉、警視庁×大同特殊鋼 

8 

2017/18Ｖ・プレミアリーグ女子大田大会 

（ＮＥＣＨＧ） 

会場：大田区総合体育館 

1/20（土）～21（日） 女子 3 
ＮＥＣ×東レ 

ＮＥＣ×上尾 

9 

2017/18Ｖ・プレミアリーグ男子墨田大会 

（ＦＣ東京ＨＧ） 

会場：墨田区総合体育館  

1/27（土）～28（日） 男子 4 
ＦＣ東京×堺、ＪＴ×サントリー 

ＦＣ東京×ＪＴ、サントリー×堺 

10 

2017/18Ｖ・チャレンジリーグⅡ男子葛飾大会 

（東京トヨペットＨＧ） 

会場：葛飾区総合スポーツセンター 

2/3（土）～4（日） 男子 6 

兵庫×三重、千葉×奈良、 

東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ×きんでん 

きんでん×千葉、東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ×三重 

11 

2017/18Ｖ・チャレンジリーグⅡ女子江戸川大

会（ＧＳＳＨＧ） 

会場：江戸川区スポーツセンター  

2/10（土）～ 

11（日祝） 
女子 4 

ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ×大阪、ＧＳＳ×浜松 

浜松×ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ、ＧＳＳ×柏 

12 
2017/18Ｖ・プレミアリーグ男子Ｆ6大田大会 

会場：大田区総合体育館 

2/10（土）～ 

11（日祝） 
男子 6 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ×東レ、豊田合成×ｼﾞｪｲﾃｸﾄ、 

ＪＴ×ｻﾝﾄﾘｰ 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ×ｼﾞｪｲﾃｸﾄ、豊田合成×東レ 

13 

2017/18Ｖ・チャレンジリーグⅠ男子武蔵野大

会（警視庁ＨＧ） 

会場：武蔵野総合体育館 

2/17（土）～18（日） 男子 4 
大同特殊鋼×つくば、警視庁×ＶＣ長野 

警視庁×つくば 

14 

2017/18Ｖ・チャレンジリーグⅡ男子稲城大会

（東京ヴェルディＨＧ） 

会場：稲城市総合体育館 

2/24（土）～25（日） 男子 6 

きんでん×長野、千葉×三重、 

東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ×東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ 

長野×東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ、 

東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ×きんでん 

15 

2017/18Ｖ・プレミアリーグ男女ファイナル優

勝決定戦 

会場：東京体育館 

3/17（土）～18（日） 

女子 2 
優 勝 久光製薬（2勝0敗） 

準優勝 ＪＴ（0勝2敗） 

男子 2 
優 勝 パナソニック（2勝0敗） 

準優勝 豊田合成（0勝2敗） 

16 
2017/18Ｖ・オールスター戦 

会場：大田区総合体育館 
3/24（土）～25（日） 男女 4 

PLブイリー×はねぴょん 

CLブイリー×はねぴょん 

※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 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 
ワールドグランドチャンピオンズカップ2017  

会場：東京体育館 
9/5（火）～6（水） 女子 6 

1位 中国 

2位 ブラジル 

3位 アメリカ 

 

（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 24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：8/5（土）6（日）11（金祝）12（土）合計 30時間 

会 場：中村中学校高等学校 受講者：31名（内、合格者：30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：8/11（金祝）会 場：中村中学校高等学校 受講者：12名 

日本バレーボール協会より事業助成として 41,900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：4名 

大貫 智博（実連）、槌尾 健（実連）、知久 泰（高体連男子）、山口 美緒（実連） 

上級コーチ推薦者：3名 

 青木 誠（高体連女子）、竹山 賢哉（高体連男子）、金子 隆行（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：2名 

   神山 信次郎（中体連）、小澤 秋仁（中体連） 

○公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導員資格の再登録申請 

  申請者：1名  

   吉江 仁也（高体連男子） 

○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：2018/3/24（土）～26（月）合計 33時間 

会 場：日本体育大学世田谷キャンパス 受講者：17名 

  東京都体育協会より事業助成として 3,925,000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 50名（前年比+5） 

公認Ｃ級審判員登録者 13名（前年比+2） 

○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：4/7（金）会場：池袋アカデミーホール 参加者：219名 

関東ブロックＡ級審判員（6人制）講習会 

    開催日：4/9（日） 会場：埼玉県立伊奈学園総合高等学校（埼玉） 参加者：22名 

技術統計公認上級判定員認定講習会兼スキルアップ研修会 

    開催日：4/9（日） 会場：一般社団法人日本バレーボールリーグ機構（以下、Ｖ機構） 

参加者：6名 

関東ブロックＡ級審判員（9人制）講習会 

  開催日：4/23（日） 会場：パイオニア川越事業所体育館（埼玉） 参加者：11名 

Ｂ級公認審判員資格取得講習会 

開催日： 7/29（土）～30（日） 会場：東京都バレーボール協会事務局、狛江市民総合体育館 

参加者：13名 

ビーチバレーボール審判員スキルアップ事業 

    開催日：8/8（火）～10（木） 会場：神奈川県川崎市川崎港湾振興会館（神奈川）参加者：1名 

ビーチバレーボールレフェリーサポート事業 

    開催日：8/26（土）～27（日）会場：湘南ベルマーレひらつかビーチパーク（神奈川）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：10/27（金）～30（月） 会場：島津アリーナ（京都）  参加者：2名 

開催日：11/24（金）～27（月） 会場：大阪市中央体育館（大阪）  参加者：1名 

6人制Ａ級・Ａ級候補審判員技術強化事業 

    開催日：11/27（月）～29（水） 会場：共和会館、墨田区総合体育館他（東京） 参加者：13名  

  技術統計公認判定員講習会 

    開催日：2018/1/12（金） 会場：大田区総合体育館  参加者：8名 

全国 6人制審判講習会 

    開催日：3/25（日） 会場：慶応義塾中等部体育館  参加者：60名 
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全国 9人制審判講習会 

    開催日：4/1（日） 会場：ＪＳＣ日本研修センター、武田薬品大阪体育館（大阪）参加者：23名 

  全国ビーチバレーボール審判講習会 

    開催日：4/1（日） 会場：神奈川県川崎市港湾振興会館（神奈川） 参加者：12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：8/9（水）～13（日） 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） 

○9人制Ｂ級審判員講習会への受講生推薦 

  開催日：5/3（水祝）～4（木祝） 会場：住友電工大阪工場体育館（大阪） 

  推薦者：2名（吉田 益巳、和田 正人） 

○9人制特別Ａ級審判員資格取得講習会への受講生推薦 

  開催日：10/7（土）～9（月祝） 会場：パナソニック（株）エコソリューションズ社体育館（大阪） 

  推薦者：2名（吉田 益巳、和田 正人） 

◆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 3,412名（-31） 

・東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 9,100名（+172） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部男子部 3,894名（+133） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部女子部 4,441名（-31） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール定時制・通信制部 57名（-10） 

・東京都高等専門学校バレーボール競技専門部 76名（+11） 

・東京都大学バレーボール連盟 2,246名（+92） 

・東京都実業団バレーボール連盟 645名（+61） 

・東京都クラブバレーボール連盟 802名（-91） 

・東京都ソフトバレーボール連盟 251名（+51） 

・東京都ビーチバレーボール連盟 80名（+8） 

・東京都ヤングバレーボール連盟 77名（+34） 

・都道府県等役員カテゴリー登録 176名（+54） 

◆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 

・公益財団法人足立区体育協会主催 梅田地区バレーボール教室への講師派遣 

  開催日：9/10（日） 会 場：足立区梅田  講 師：櫻井 由香 

・狛江市主催 狛江市民 9人制バレーボール教室への講師派遣 
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  開催日：9/17（日） 会 場：狛江市民総合体育館 講 師：竹内 香奈子 

・大田区主催 バレーボール・ビーチバレーボール教室への講師派遣 

  開催日：10/29（日） 会 場：大田区総合体育館/大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場 

講 師：杉山 祥子、田中 姿子 

・日野市主催 日野市小中学校バレーボール教室への講師派遣 

  開催日：11/25（土） 会 場：日野市市民の森ふれあいホール 講 師：山本 隆弘 

・Ｖ明日夢プロジェクト（Ｖ機構より運営委託金として 50,000円） 

  開催日：2018/1/19（金） 会 場：大田区総合体育館  参加者：51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 

【都内大会】 

・第 18回東京都障害者スポーツ大会バレーボール競技（知的部門） 日程：5/28（日）場所：駒沢体育館 

 派遣者数 12名（森野 曻他） 

・第 19回東京ゆうあいバレーボール大会 日程：7/29（土） 場所：板橋区立上板橋体育館 

 派遣者数 12名（関野 智史他） 

・第 40回東京都ろう学校総合体育大会バレーボール大会 日程：9/23（土祝） 場所：駒沢体育館 

 派遣者数 2名（水間 尚他） 

・第 18回東京都障害者スポーツ大会バレーボール競技（精神障害部門）  

日程：2018/1/24(水) 場所：東京体育館 派遣者数 19名（服部 篤史他） 

【関東大会】 

・第 61回関東 9人制実業団男女選手権大会 日程：5/27（土）～28（日） 場所：栃木県宇都宮市  

 派遣者数 2名（矢野 祥行、川久保 敬規） 

・第 71回関東高等学校男子選手権大会 日程：6/3（土）～4（日） 場所：茨城県ひたちなか市  

 派遣者数 3名（山下 亮、天海 創、堀江 幸治） 

・第 71回関東高等学校女子選手権大会 日程：6/3（土）～4（日） 場所：埼玉県所沢市  

 派遣者数 4名（江藤 幸恵、村田 孝幸、楓 淳一郎、高橋 亘） 

・第 39回関東 6・9クラブカップ男女選手権大会 日程：7/8（土）～9（日）場所：千葉県千葉市  

 派遣者数 3名（有村 公美子、金廣 祐介、和田 正人） 
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・第 52回関東中学校男女大会 日程：8/6（日）～8（火） 場所：群馬県前橋市他 

 派遣者数 3名（饗庭 和恵、佐々木 伸、及川 正明） 

・第 72回国民体育大会関東ブロック 日程：7/23（日）ビーチ 場所：茨城県大洗町  

日程：8/19（土）～20（日）6人制 場所：群馬県前橋市 

 派遣者数 5名（勝又 禎蔵、仲 博史、細井 啓太、水間 絵美、中西 幸治） 

・第 7回関東 9人制社会人男女優勝大会 日程：8/26（土）～27（日） 場所：群馬県伊勢崎市  

 派遣者数 2名（吉田 益巳、清水 智美） 

・平成 29年度関東ママさん大会 日程：9/3（日） 場所：栃木県鹿沼市  

 派遣者数 1名（高田 祥子） 

・第 5回関東 6人制社会人男女優勝大会 日程：9/2(土)～3（日） 場所：神奈川県座間市 

 派遣者数 2名（鈴木 美帆、高野 修） 

・平成 29年度天皇杯皇后杯全日本選手権関東ブロックラウンド 

日程：10/21（土）～22（日） 場所：山梨県甲府市  派遣者数 2名（慈眼 雅啓、中西 幸治） 

・第 8回全国 6人制リーグ総合男女優勝大会関東ブロック地域リーグ  

日程 11/18（土）～19(日) 場所：千葉県千葉市 派遣者数 1名（虎澤 吉剛） 

・第 33回関東小学生大会 日程：11/25（土）～26（日） 場所：埼玉県深谷市他 

 派遣者数 3名（伊藤 夏美、鎌田 清香、渡辺 千恵） 

【全国派遣】 

・第 69回全日本 9人制実業団女子選手権大会 

日程：7/21（金）～24（月）場所：埼玉県さいたま市他 派遣者数 2名（七澤 公仁、花岡 直樹） 

・平成 29年度全国高等学校総合体育大会（男子） 

 日程：7/28（金）～8/1（火） 場所：山形県山形市他 派遣者数 1名（平泉 淳） 

・平成 29年度全国高等学校総合体育大会（女子） 

 日程：7/28（金）～8/1（火） 場所：宮城県利府町他 派遣者数 1名（細井 啓太） 

・第 44回全国高等学校定時制・通信制大会 

 日程：8/2（水）～6（日） 場所：神奈川県平塚市 派遣者数 2名（高野 修、吉田 益巳） 

・第 37回全日本 6人制クラブカップ男子選手権大会 

 日程：8/11（金祝）～13（日） 場所：和歌山県和歌山市 派遣者数 1名（虎澤 吉剛） 

・第 37回全日本 6人制クラブカップ女子選手権大会 

 日程：8/11（金祝）～13（日） 場所：福岡県福岡市 派遣者数 2名（有村 公美子、江藤 幸恵） 
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・第 21回全日本ＩＤ選手権大会 日程：8/12（土）～13（日） 場所：浦安市運動公園体育館 

 派遣者数 21名（水間 尚他） 

・第 47回全日本中学校選手権大会 

 日程：8/22（火）～25（金） 場所：宮崎県宮崎市・都城市 派遣者数 1名（杤堀 仁美） 

・第 20回全国ヤングクラブ優勝大会 

 日程：9/23（土祝）～24（日） 場所：大阪府大阪市 派遣者数 1名（金廣 祐介） 

・ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 31回全国都道府県対抗中学大会 

 日程：12/25（月）～28（木）場所：大阪府大阪市 派遣者数 1名（関野 智史） 

・2017/18Ｖ・プレミア、チャレンジリーグ  

 日程：10/21（土）～2018/3/18（日） 場所：全国各地 

 派遣者数 5名（田中 昭彦、服部 篤史、中西 幸治、水間 絵美、慈眼 雅啓） 

・第 16回全日本ビーチバレージュニア男子選手権 

 日程：8/4（金）～7（月） 場所：大阪府阪南市 派遣者数 1名（村田 孝幸） 

・ビーチバレージャパンツアー2017第 6戦若狭おばま大会 

 日程：8/5（土）～6（日） 会場：福井県小浜市 派遣者数 1名（勝又 禎蔵） 

・第 31回ビーチバレージャパン 

 日程：8/11（金祝）～13（日） 会場：神奈川県藤沢市 派遣者数 1名（勝又 禎蔵） 

・第 72回国民体育大会バレーボール競技ビーチバレー種目 

 日程：9/15（金）～17（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2017ファイナルグランフロント大会  

 日程：9/30（土）～10/1（日） 会場：大阪府大阪市 派遣者数 1名（村田 孝幸） 

◆役員派遣（視察） 

・三宅村バレーボールＣ級審判講習会 

  日程：6/10（土）～11(日) 場所：三宅村阿古体育館 

  派遣者数 2名（水間尚審判委員長、高田恒樹審判委員会副主事） 

・平成 29年度関東信越地区高等専門学校体育大会 

  日程：7/6（木）～8（土） 場所：埼玉県北本市 

  派遣者数 3名（迫田義人専務理事、深谷哲弘競技副委員長、水間尚審判委員長） 

・第 72回国民体育大会関東ブロック 

  ビーチ 日程：7/22（土）～23（日） 場所：茨城県大洗町 

  派遣者数 2名（徳武聡理事、松田宣之指導普及副委員長）  
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6人制 日程：8/18（金）～20（日） 場所：群馬県前橋市 

  派遣者数 1名（竹山賢哉強化副委員長） 

・第 52回全国高等専門学校体育大会 

  日程：8/17（木）～8/19（土） 

  派遣者数 3名（脇山久親常務理事、深谷哲弘競技副委員長、水間尚審判委員長） 

・第 72回国民体育大会バレーボール競技（愛媛国体） 

  ビーチ 日程：9/15（金）～17（日） 場所：愛媛県伊予市  

派遣者数 2名（迫田義人専務理事、松田宣之指導普及副委員長） 

6人制 日程：10/5（木）～9（月祝） 場所：愛媛県鬼北町、伊予市他 

派遣者数 1名（迫田義人専務理事） 

 

◆選手及びチームの派遣 

【関東大会】 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

1 
第61回関東9人制実業団男女選手権大会 

会場：栃木（宇都宮市清原体育館） 
5/27（土）～28（日） 

男子 

ＪＴ東京（本部推薦/優勝）、日本無線、横河電

機、ＮＥＣ府中、凸版印刷、東京東信用金庫、

渋谷 

女子 東京東信用金庫 

2 

第71回関東高等学校選手権大会 

男子会場：茨城（ひたちなか市総合運動体育

館） 

女子会場：埼玉（所沢市民体育館他） 

6/3（土）～4（日） 

男子 

東亜学園高等学校、駿台学園高等学校、早稲田

大学系属早稲田実業学校高等部、東海大学菅生

高等学校、東洋高等学校、安田学園高等学校、

都立足立新田高等学校、城北高等学校、多摩大

学目黒高等学校、聖徳学園高等学校、日本学園

高等学校、都立上野高等学校 

女子 

下北沢成徳高等学校（優勝）、八王子実践高等学

校、文京学院大学女子高等学校、都立高島高等

学校、駿台学園高等学校、共栄学園高等学校、

淑徳ＳＣ高等部、実践学園高等学校、東京高等

学校、都立駒場高等学校、都立江戸川高等学校、

東京立正高等学校 

3 

第 39回関東 6・9人制クラブカップ男女選手

権大会 

会場：千葉（千葉ポートアリーナ） 

7/8（土）～9（日） 

6男 Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ 

6女 ＢＴＭＵクラブ（優勝） 

9男 日本体育大学（準優勝） 

9女 日本体育大学（準優勝） 

4 
第52回関東中学校男女選手権大会 

会場：群馬（ALSOKぐんまアリーナ他） 
8/6（日）～8（火） 

男子 

サレジオ中学校（優勝）、駿台学園中学校（準優

勝）、大田区立南六郷中学校、安田学園中学校、

大田区立大森第二中学校 

女子 

文京学院大学女子中学校（優勝）、世田谷区立北

沢中学校（準優勝）、駿台学園中学校、共栄学園

中学校、東京立正中学校、八王子実践中学校、 

5 

第72回国民体育大会関東ブロック大会 

ビーチ会場：茨城（大洗サンビーチ） 

6人制会場：群馬（ALSOKぐんまアリーナ他） 

7/23（日） 
B男 清水・永井（本大会進出） 

B女 坂本・沢目（本大会進出） 

8/19（土）～20（日） 

少男 東京選抜（本大会進出） 

少女 下北沢成徳高等学校（本大会進出） 

成男 ＦＣ東京（本大会進出） 

成女 ＧＳＳ 
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6 
第7回関東9人制社会人男女優勝大会 

会場：群馬（伊勢崎市民体育館他） 
8/26（土）～27（日） 

男子 
全目黒（準優勝）、三鷹球友会、凸版印刷、新宿

西龍会、東京東信用金庫、躍歩排球会 

女子 東女体Ａクラブ（優勝）、全目黒、新宿闘心会 

7 
第1回関東Ｕ14ヤングクラブ男子交流大会 

会場：神奈川（藤沢市体育館） 
6/17（土） 男子 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

8 
平成29年度関東ママさん大会 

会場：栃木（鹿沼ﾌォレストアリーナ） 
9/3（日） 女子 Ｖｉｖｉｄ（Ｄブロック優勝） 

9 
第5回関東6人制社会人男女優勝大会 

会場：神奈川（スカイアリーナ座間） 
9/2（土）～3（日） 

男子 東陵東京クラブ 

女子 東陵東京クラブ、日女体クラブ 

10 

平成29年度天皇杯皇后杯全日本選手権大会 

関東ブロックラウンド 

会場：山梨（小瀬スポーツ公園 体育館） 

10/21（土） 女子 

中央大学（ファイナル進出）、日本体育大学（フ

ァイナル進出）、ＪＯＣカップ東京選抜、早稲田

大学、東京学芸大学、警視庁、東京ヴェルディ、

東京トヨペット 

10/22（日） 男子 

青山学院大学（ファイナル進出）、日本体育大学

（ファイナル進出）、ＪＯＣカップ東京選抜、下

北沢成徳高等学校、東京女子体育大学、嘉悦大

学、日本女子体育大学、三菱東京ＵＦＪ銀行、

ＧＳＳ東京 

11 

第8回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 

関東ブロック地域リーグ 

会場：千葉（千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育館他） 

11/18（土）～19（日） 男子 

ＦＯＲＶＡＬ ＢＯＮＤＳ（優勝）、東京海上、

三菱東京ＵＦＪ銀行、日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ専門学校、

東陵東京クラブ、桜美林大学、文京大学、東京

大学、ＮＯＶＯ、 

11/19（日） 女子 三菱東京ＵＦＪ銀行、桜美林大学 

12 
第33回関東小学生大会 

会場：埼玉（深谷市総合体育館他） 
11/25（土）～26（日） 

男子 ＧａＮＢａＪＶＣ（優勝）、調布大塚クラブ 

女子 コスモスＪｒ（優勝）、新宿柏木、みたかｵﾚﾝｼﾞ 

13 

関東ソフトバレーブロックフェスティバル 

兼 第16回関東ソフトバレーボール大会 

会場：千葉（船橋市運動公園体育館） 

2018/1/21（日） ― 

ファミリー：ビーバーズ 

ブロンズ ：ＺＥＡＬ（準優勝） 

ゴールド ：ＺＥＡＬ（準優勝） 

フリー ：ｃｏｌｏｒｓ 

レディース：ａｍｕｌｅｔｓ 

シルバー ：ＺＥＡＬ 

【全国大会】 

6人制、9人制 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

1 
第66回黒鷲旗全日本男女選抜優勝大会 

会場：大阪（大阪市中央体育館） 
5/2（火）～5/7（日） 

男子 
駿台学園高等学校、早稲田大学、中央大学、Ｆ

Ｃ東京、 

女子 下北沢成徳高等学校、日本体育大学、ＮＥＣ 

2 

2017Ｖ・サマーリーグ東部女子 

会場：茨城県（ひたちなか市総合運動公園総

合体育館） 

7/7（金）～9（日） 女子 ＮＥＣ（準優勝）、ＧＳＳ 

3 

第69回全日本9人制実業団女子選手権大会 

第70回全日本9人制実業団男子選手権大会 

会場：埼玉（さいたま市記念総合体育館他） 

7/21（金）～24（月） 

男子 ＪＴ東京、日本無線、横河電機 

女子 東京東信用金庫、防衛省 

4 

平成29年度全日本高等学校総合体育大会 

男子会場：山形（山形市総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他） 

女子会場：宮城（ｾｷｽｲﾊｲﾑｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ他） 

7/28（金）～8/1（火） 
男子 東亜学園高等学校、駿台学園高等学校 

女子 下北沢成徳高等学校、八王子実践高等学校 

5 
第44回全国高等学校定時制・通信制大会 

会場：神奈川（ひらつかｻﾝﾗｲﾌｱﾘｰﾅ） 
8/2（水）～6（日） 

男子 
科学技術学園高等学校日野、都立六本木高等学

校、都立八王子拓真高等学校、 

女子 
都立桐ヶ丘高等学校、都立浅草高等学校、都立

荻窪高等学校 

6 

第37回全日本クラブカップ男女選手権大会 

6男会場：和歌山（和歌山ビックホエール他） 

6女会場：福岡（福岡市民体育館他） 

9女会場：長野（長野市ホワイトリング他） 

9男会場：大阪（大阪市中央体育館他） 

8/11（金祝）～13（日） 
6男 Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ 

6女 日女体クラブ 

7/28（金）～30（日） 9女 日本体育大学、東女体クラブ 

8/4（金）～6（日） 9男 日本体育大学 
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7 
第48回全国ママさん大会 

会場：岩手（花巻市総合体育館） 
8/2（水）～5（土） 女子 Ｖｉｖｉｄ（Ｂブロック準優勝） 

8 
第37回全日本小学生大会 

会場：東京（東京体育館他）、千葉、神奈川 
8/7（月）～10（木） 

男子 若葉ビクトリー（優勝） 

女子 コスモスＪｒ 

混合 馬込スピリッツ 

9 
第52回全国高等専門学校体育大会 

会場：東京（大田区総合体育館） 
8/18（金）～19（土） 

男子 都立産業技術高等専門学校品川キャンパス 

女子 都立産業技術高等専門学校品川キャンパス 

10 
第47回全日本中学校選手権大会 

会場：宮崎（宮城市総合体育館他） 
8/22（火）～25（金） 

男子 

駿台学園中学校（優勝）、サレジオ中学校（準優

勝）、大田区立南六郷中学校、足立区立渕江中学

校 

女子 

共栄学園中学校（準優勝）、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、東京立正中学校 

11 
第20回全国ヤングクラブ優勝大会 

会場：大阪（大阪府立門真ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他） 
9/23（土祝）～24（日） 

男子 
U-14 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

U-19 出場なし 

女子 
U-14 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

U-19 出場なし 

12 

第17回日本スポーツマスターズ2017 

会場：兵庫（神戸総合運動公園ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸

他） 

9/16（土）～19（火） 
男子 東京実連、ＺＯＭＢＩＥ 

女子 ファインズ、丸紅東京 

13 

第72回国民体育大会バレーボール競技 

6人制種目 

会場：愛媛（八幡浜市民ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他） 

10/6（金）～9（月祝） 

成男 ＦＣ東京（優勝） 

成女 出場なし 

少男 東京選抜（優勝） 

少女 下北沢成徳高等学校 

14 
第3回全日本9人制トップリーグ男子大会 

会場：東京（BumB東京ｽﾎﾟｰﾂ文化館） 
10/7（土）～9（月祝） 男子 ＪＴ東京、横河電機 

15 
第16回全国社会人東ブロック男女優勝大会 

会場：岐阜（大垣市総合体育館） 
11/10（金）～12（日） 

男子 東京東信用金庫（優勝）、全目黒 

女子 新宿闘心会 

16 
第66回全国青年大会 

会場：東京（江戸川区総合体育館他） 
11/11（土）～12（日） 

男子 新宿西龍会、江東 

女子 全目黒、品川 

17 

第85回全日本9人制総合女子選手権大会 

会場：京都（島津アリーナ京都他） 

第86回全日本9人制総合男子選手権大会 

会場：大阪（大阪市中央体育館） 

10/27（金）～30（月） 女子 
東京東信用金庫、日本女子体育大学、東京女子

体育大学 

11/24（金）～27（月） 男子 ＪＴ東京、横河電機 

18 

第 70回秩父宮賜杯・第 64回秩父宮妃賜杯全

日本大学男女選手権大会スーパーカレッジバ

レー2017 

会場：東京（大田区総合体育館他） 

11/27（月）～ 

12/3（日） 

男子 早稲田大学（優勝）、中央大学、日本大学他 

女子 
青山学院大学（優勝）、嘉悦大学、東京女子体育

大学他 

19 

平成29年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 

ファイナルラウンド 

会場：東京（東京体育館、大田区総合体育館） 

12/15（金）～17（日） 

23（土祝）～24（日） 

男子 ＦＣ東京、中央大学、日本体育大学 

女子 ＮＥＣ、日本体育大学、青山学院大学 

20 

ＪＯＣｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第 31 回全国都道府

県対抗中学大会 

会場：大阪（大阪市中央体育館） 

12/25（月）～28（木） 
男子 東京選抜 

女子 東京選抜 

21 

2017/18Ｖ・プレミアリーグ 

2017/18Ｖ・チャレンジリーグⅠⅡ 

会場：全国各地体育館 

2017/10月～ 

2018/3月 

男子 
ＦＣ東京、サントリー、警視庁、東京ヴェルデ

ィ、東京トヨペット 

女子 ＮＥＣ、ＧＳＳ 

22 
第8回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 

会場：全国各地体育館 
2018/1月～3月 

男子 
三菱東京ＵＦＪ銀行、東京海上、ＦＯＲＶＡＬ 

ＢＯＮＤＳ 

女子 三菱東京ＵＦＪ銀行 

23 

春の高校バレー第 70 回全日本高等学校男女

選手権大会 

会場：東京（東京体育館） 

2018/1/4（木）～ 

8（月祝） 

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、八王子実践高等学校、文

京学院大学女子高等学校 
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ビーチバレーボール 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

1 
ジャパン女子ジュニア選手権大会 

会場：愛媛（五色姫海浜公園ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｺｰﾄ） 
8/10（木）～13（日） 女子 駒場駒大高等学校、共栄学園高等学校 

2 
第29回全日本大学男女選手権大会 

会場：神奈川（川崎ﾏﾘｴﾝﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｺｰﾄ） 
8/8（火）～10（木） 

男子 日本大学、国士舘大学 

女子 
日本女子体育大学、東京女子体育大学、日本体

育大学 

3 

第16回全日本ジュニア男子選手権大会 

会場：大阪（大阪府阪南市箱作海水浴場 ぴち

ぴちビーチ） 

8/4（金）～7（月） 男子 駿台学園高等学校 

4 
第31回ビーチバレージャパン 

会場：神奈川（湘南藤沢市鵠沼海岸） 
8/11（金祝）～13（日） 男子 小野寺・中山 

5 
第8回全国中学生大会 

会場：神奈川（湘南藤沢市鵠沼海岸） 
8/13（日）～14（月） 

男子 
西東京市立ひばりヶ丘中学校、大田区立大森第

一中学校 

女子 
大田区立大森第八中学校Ａ、大田区立大森第八

中学校Ｂ 

6 

第28回全日本女子選手権大会 

会場：大阪（せんなん里海公園ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ競技

場） 

8/17（木）～20（日） 女子 藤井・坂口、藪見・西 

7 

第72回国民体育大会バレーボール競技 

ビーチバレーボール種目 

会場：愛媛（伊予市五色姫海浜公園） 

9/15（金）～17（日） 
男子 清水・永井（準優勝） 

女子 坂本・沢目 

8人制 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

1 
第8回全国ヴィンテージ8‘ｓ交流大会 

会場：静岡（御殿場市体育館） 
10/20（金）～22（日） ― 

50歳以上 阿佐ヶ谷クラブ、三省クラブＶＭ他 

60歳以上 親父会、サンデーズ 

ソフトバレーボール 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

1 
第25回全国シルバーフェスティバル 

会場：埼玉（さいたま市記念総合体育館） 
10/7（土）～9（月祝） ― 厚生年金クラブ 

2 
第19回全国レディースフェスティバル 

会場：茨城（日立市池の川さくらアリーナ） 
11/17（金）～19（日） ― Ｃｅｌｌ 

3 
第6回全国スポレクフェスティバル 

会場：山形（米沢市営体育館） 
11/10（金）～12（日） ― ＰＩＧＬＥＴＳ 

4 
第2回全国フリーフェスティバル 

会場：東京（町田市立総合体育館） 

2018/2/17（土）～ 

18（日） 
― 

ＺＥＡＬ、Ｃｏｌｏｒｓ、町田イースト、ＬＡ

ＰＳ、ＩＦＶＣ、うらら 

 

◆平成 29年度関東・全国大会優勝チーム表彰式 

  平成 30年 4月 13日（金） 池袋アカデミーホール 

 【全国優勝】 

第 37回全日本小学生大会 男子：若葉ビクトリー 

第 47回全日本中学校選手権大会 男子：駿台学園中学校 

第 72回国民体育大会バレーボール競技 6人制種目 

成年男子：東京都（ＦＣ東京）  少年男子：東京都（選抜チーム） 

第 70回秩父宮賜杯・第 64回秩父宮妃賜杯全日本大学男女選手権大会ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞﾊﾞﾚｰ 2017 

男子：早稲田大学 女子：青山学院大学 
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第 16回全国社会人東ブロック男女優勝大会 男子：東京東信用金庫 

 【関東優勝】 

第 33回関東小学生大会 男子：ＧａＮＢａＪＶＣ 女子：コスモスＪｒ 

第 52回関東中学校選手権大会 男子：サレジオ中学校 女子：文京学院大学女子中学校 

第 71回関東高等学校女子選手権大会 女子：下北沢成徳高等学校 

第 36回東日本大学選手権大会 男子：中央大学 

第 61回関東 9人制実業団男女選手権大会 男子：ＪＴ東京 

第 39回関東 6人制クラブカップ男女選手権大会 女子：ＢＴＭＵクラブ 

第 7回関東 9人制社会人男女優勝大会 女子：東女体Ａクラブ 

平成 29年度関東ママさん大会 Ｄブロック優勝 Ｖｉｖｉｄ 

【公益財団法人日本バレーボール協会表彰】 

  功労者Ⅱ 山下 兆子 

【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 

 

 

 

 


