
平成２７年度

徳島県小学生バレーボール連盟

　 徳島県小学生バレーボール連盟

理事会・評議員会議案書

　　　午前  ９時３０分～
日時　平成２７年３月２２日（日）

場所  八万中央コミュニティセンター



（５）平成２７年度予算（案）について

（６）平成２７年度団登録について

（７）平成２７年度大会参加申し込み方法について

（８）その他

５．そ　の　他 

６．閉　　　会

次　　　第

（１）日本小学生バレーボール連盟評議員会

１．開　　　 会

２．会 長 挨 拶

３．報 告 事 項

（２）委員会報告
①総務委員会

（４）平成２７年度事業計画（案）について

②競技委員会
③審判規則委員会
④指導普及委員会

（３）その他

４．議　　　 案

（１）平成２５・２６年度事業報告について

（２）平成２６年度決算報告について

（３）役員改選について



優　勝 準優勝

男　子 津田 松茂

女　子 川内北 新開

優　勝 準優勝

男　子 津田 南部

女　子 川内北 新開

混　合 飯尾敷地 那賀川

 混合＝飯尾敷地

南部 ２組３位 新開 １組３位

鳴門 ３組３位 昭和 ２組２位

松茂 １組４位 やましろ ３組１位

優　勝 準優勝

男　子 津田 南部

女　子 川内北 北斗

（５）大会後援

（４）平成２６年度　徳島県バレーボール小学生新人大会

平成２５・２６年度事業報告について

②場所　　小松島市立体育館・松茂町総合体育館

②場所　　小松島市立体育館，松茂町総合体育館
③参加チーム（男子６チーム，女子７０チーム）

第３位

鳴門・北井上

昭和・新開

①日時　　平成２７年３月２８日（土）・２９日（日）・３０日（月）

第１号議案

議　　　 案

北井上・昼間

（１）平成２５年度　徳島県バレーボール小学生新人大会

鳴門・南部

②場所　　小松島市立体育館，鳴門アミノバリューホール
③参加チーム（男子６チーム，女子６１チーム）
④成績

①日時　　平成２６年３月２９日（土）・３０日（日）・３１日（月）

（２）ファミリーマートカップ第３４回全日本バレーボール小学生大会徳島県大会

③参加チーム（男子６チーム，女子６７チーム，混合５チーム）

⑤全国大会参加（８／１３～１６）東京：男子＝津田　女子＝川内北　

①日時　　平成２６年８月２３日（土）・２４日（日）・２５日（月）

（３）平成２６年度　徳島県バレーボール小学生選手権大会

⑥四国大会参加（７／２６・２７）徳島：徳島市

④成績

女子

第３位

鳴門・松茂

昭和・やましろ

男子

④成績

①日時　　平成２６年６月２１日（土）・２２日（日）・２９日（日）
②場所　　藍住町民体育館，松茂町総合体育館，サンフラワードーム北島

第３位

北斗・津田

　県内１０地区の夏季地区大会後援（トロフィー贈呈）
①平成２６年度　徳島県バレーボール小学生夏季地区大会



　○中央ブロック

　○西部ブロック

　○南部ブロック

（７）その他

①平成２６年度　徳島県小学生バレーボール連盟駅伝競走大会
　ア．日時　　平成２６年１２月　６日（土）
　イ．場所　　佐那河内中央運動公園

優勝 準優勝 第３位
佐那河内 南井上 北井上

②平成２６年度　徳島県スポーツ少年団バレーボール交流大会
　ア．日時　　平成２７年２月１１日（水）
　イ．場所　　藍住町民体育館・藍住南小学校
　ウ．参加チーム　　男子　５チーム　　女子２４チーム
　エ．成績

優　勝 １組 ２組 ３組
男　子 鳴門
女　子 桑島 千松 昭和

③平成２６年度　徳島県小学生優秀選手表彰
　ア．表彰者　　男子５名，女子２８名
　イ．徳島県スポーツ少年団バレーボール交流大会開会式において表彰

　ア．日時　　平成２６年　５月２５日（日）
　イ．場所　　藍住町民体育館

②平成２６年度　審判規則伝達講習会

　イ．場所　　藍住町体育センター

　ア．日時　　平成２６年　４月２９日（火）

（６）講習会・練習交歓会

　イ．場所　　うだつアリーナ

　ア．日時　　平成２６年　４月２０日（日）
　イ．場所　　那賀川社会福祉会館

④平成２５年度　指導者講習会

①平成２６年度　全国審判規則伝達講習会
　ア．日時　　平成２６年　４月１９日（土）２０日（日）

③全国・四国大会出場チーム練習交歓会

　イ．場所　　東京

　イ．場所　　八万中央コミュニティセンター

　ア．日時　　平成２６年　７月　６日（日）

　ア．日時　　平成２６年　４月２７日（日）



△は減

科　目

繰越金

登録料

補助金

充当金

合　計

科　目

郵送費 166,930

事務用品費 21,096

事務費ﾌﾞﾛｯｸ 24,000

印刷費 3,777

通信費 0

会場費 506,215

役員費 30,000

食事代 251,716

用具費 141,714

表彰費 150,911

審判伝達講習会 44,100

日小連理事長会 81,460

会議費 会議等 50,000

日小連分担金 30,432

四小連分担金 50,000

県協会登録費 352,000

予備費 慶弔費等 16,200

引当金 四国大会運営引当金 0

繰越金

合　計

比較増減額

△ 119,362

120,000 50,000

5,000×88団体

84,028 84,028 0

内　　訳

1,920,638

485,000

分担金

1,080,556

215,803

2,040,000

旅費

830,000

300,000

2,040,000 1,920,638

本年度決算額

200,000

第２号議案

予　算　額

1,160,000

平成２６年度決算報告について

１．収入の部

全国大会  （4,000× 78）

440,000

894,000

△ 45,000

新人大会　（4,000× 67）

選手権大会（4,000× 76）

駅伝大会　（2,000×  5）

事業費

事務費

125,560

87

250,556

△ 45,800

△ 84,197

△ 70,000

△ 4,440

平成２６年度会計決算書について［H26.3.1～H27.2.28]

参加料

498,000 △ 65,568

日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会配賦金(33,576)

130,000

２．支出の部

予　算　額

200,000

△ 266,000

充当

全国大会運営費等

42,610110,972

0

△ 68,362
ボール払い下げ金(6個)・利子等

　上記について会計監査をした結果，関係諸帳簿は正しく記載されており，その内容も妥当であ
ることを認めます。

前年度繰越金

本年度決算額 内　　訳比較増減額

432,432

62,000 16,200

100,000 △ 100,0000

監　事　　石　田　隆　志 　印

監　事　　大　谷　　　章　 印

△ 119,362

0 87

雑収入

260,000260,0000

平成27年3月14日

 監事監査報告書の原本掲載は，ご本人の直筆と印影が明確に

判断できることから，個人情報保護のため氏名は印字，押印は

省略したものを掲載させていただきます。 



第３号議案

第４号議案 平成２７年度事業計画（案）について

⑤全国・四国大会出場チーム練習交歓会

　イ．場所　　未定

　イ．場所　　佐那河内中央運動公園

※後日掲載いたします。

　ア．日時　　平成２８年２月１１日（木）

（６）その他

（３）平成２７年度　徳島県バレーボール小学生新人大会
①日時　　平成２８年３月２６日（土）・２７日（日）・２８日（月）
②場所　　小松島市立体育館ほか
③男子１・２位及び女子ベスト８のチームを「ファミリーマートカップ第
　３６回全日本バレーボール小学生大会徳島県大会」の組み合せ抽選会で，
　日本バレーボール協会競技規則に則りシードする。

②平成２７年度　徳島県小学生バレーボール連盟駅伝競走大会

　ア．日時　　平成２７年　５月中に開催予定

①平成２７年度　徳島県スポーツ少年団バレーボール交流大会

　ウ．備考　　８ブロックとも年１回は実施する。

③ブロック別指導者講習会

　イ．場所　　未定

④審判規則伝達講習会　　徳島県バレーボール協会主催

　イ．場所　　未定

　イ．場所　　未定

②場所　　小松島市立体育館ほか

（４）大会後援

　ア．日時　　平成２７年　４月１８日（土）１９日（日）

（５）講習会・練習交歓会

　イ．場所　　東京

　が徳島県スポーツ少年団に推薦する。

　県内１０地区の夏季地区大会後援（トロフィー贈呈）

⑤男子１・２位及び女子ベスト４のチームを「平成２７年度徳島県バレー
④四国大会参加（７／２５・２６）香川：男・女２位，３位チーム
③全国大会参加（８／１１～１４）東京：男・女・混優勝チーム
②場所　　未定

　ボール交流大会」の候補チームとして，徳島県小学生バレーボール連盟

②平成２７年度　審判規則講習会

③大会の結果により，優秀チームを「第１３回全国スポーツ少年団バレー

　競技規則に則りシードする。

①平成２７年度　全国審判規則伝達講習会

①平成２７年度　徳島県バレーボール小学生夏季地区大会

（１）ファミリーマートカップ第３５回全日本バレーボール小学生大会徳島県大会
①日時　　平成２７年６月２０日（土）・２１日（日）・２８日（日）

　ア．日時　　平成２７年　７月　５日（日）

　イ．場所　　四国大学

　ア．日時　　平成２７年１２月上旬から中旬開催予定

　ア．日時　　未定

　ア．日時　　平成２７年　４月１２日（日）

　ボール小学生選手権大会」の組み合せ抽選会で，日本バレーボール協会

①日時　　平成２７年８月２９日（土）・３０日（日）・３１日（月）
（２）平成２７年度　徳島県バレーボール小学生選手権大会



△は減

科　目

繰越金

登録料

補助金

雑収入

充当金

合　計

科　目

郵送費 160,000

事務用品費 25,000

事務費ﾌﾞﾛｯｸ 24,000

印刷費 30,000

通信費 20,000

会場費 360,000

役員費 55,000

食事代 130,000

用具費 130,000

表彰費 140,000

全国理事長会 40,000

全国・四国審判講習会 40,000

四小連会長理事長会 11,000

四国大会 25,000

会議費 会議等 70,000

日小連分担金 30,000

四小連分担金 50,000

県協会登録費 340,000

予備費 慶弔費等 20,000

引当金 四国大会 40,000

繰越金 0

合　計

125,560 △ 9,560

△ 265,556

比較増減額 内　　訳

43,197

0 87 △ 87

1,080,556

20,000

50,000

040,000 40,000

20,00070,000

16,200 3,800

前年度決算額

事務費 259,000 215,803

分担金 420,000 432,432 △ 12,432

510,000 440,000

事業費 815,000

２．支出の部

予　算　額

旅　費 116,000

　但し，必要に応じて科目間の流用を認める。

1,740,000 1,920,638 △ 180,638

△ 260,000 充当金

1,740,000 1,920,638 △ 180,638

0 260,000

70,000 6000×85団体

87 84,028 △ 83,941

平成２７年度予算（案）について
第５号議案

前年度決算額 比較増減額 内　　訳

前年度繰越金

200,000

894,000 26,000

平成２７年度予算書について［H27.3.1～H28.2.29]

0 全国大会運営費等

選手権大会（4,000×75）
920,000

１．収入の部

予　算　額

新人大会　（4,000×75）

全国大会  （4,000×75）

駅伝大会  （2000×10）

参加料

109,913 42,610 67,303 配賦金・ボール払い下げ金・利子等

200,000



　１　ＪＶＡ（日本バレーボール協会）への登録
      ３月初旬にパソコンや携帯電話など，インターネットが使える環境で
　　　（http://jvamrs.jp）にアクセスし，チームを登録する。
　　　【継続加盟申請の場合】
　　　　ア「連盟が継続加盟を許可」しておりますので，連盟の加入コードを入力する必要がなく，
　　　　　「継続加盟する」ボタンを押せば申請が完了します。
　　　　イ昨年度から登録している選手の継続方針をチームごとに設定していただきます。加入コ
　　　　　ード入力を不要とする設定や、継続選手からの申請を自動承認する設定が可能です。
　　　　ウ今年度から新規に所属する選手に加入コードをご連絡ください。
　　　　エ３月上旬，チーム登録と同時に選手の加入申請も開始されます。申請内容を確認し，承認
　　　　　をしてください。
　　　　オ選手とチームの所属関係ならびにチームと連盟の所属関係は，3月初に自動的に切断され
　　　　　ます。脱退・抹消などの手続きを行う必要はありません。
　　　　カ後日「チーム用の加入コード」と，「個人登録費の金額（小学生は300円）」と，「支払
　　　　　い方法（小連はチーム一括払）」を周知し，登録を促してください。
      ※ネット手続きが終了していても，登録費が納入されていなければ登録されない。
        キ登録してきた選手を「自分のチームのマイページ」で承認してください。

　　　　【新規加盟申請の場合】
　　　　ア徳島県小学生バレーボール連盟の「加入コード（000000）」(登録時にお問い合わせくだ
　　　　　さい）を入力して，チームを「徳島県小学生バレーボール連盟」に所属させてください。
        イ後日「チーム用の加入コード」と，「個人登録費の金額（小学生は300円）」と，「支払
　　　　　い方法（小連はチーム一括払）」を周知し，登録を促してください。
      ※ネット手続きが終了していても，登録費が納入されていなければ登録されない。
        ウ登録してきた選手を「自分のチームのマイページ」で承認してください。

　　　※新年度のチーム加入コードは３月初旬に発行される予定です。（ﾏｲﾍﾟｰｼﾞで確認できます）
　　　※選手の個人登録は，「昨年度登録した内容を，必要な部分のみ変更しながら継続して登録し
　　　　ていく」仕組みですので，毎年新しく登録しなおすものではありません。
　　　

※ＪＶＡ（日本バレーボール協会）への登録には特に締め切りはありませんが，事務の都合上
「県協会への登録（４月２０日ごろ）」とあわせてください。
また，全国大会予選の１ヵ月前までには追加登録をお願いします。
※チームにより，「ＪＶＡに登録した代表者」と「県協会に登録した代表者」が異なる場合が

ございます。各種通知や大会要項等は「県協会に登録した代表者に送付」いたし

ますので，代表者を変更される場合は，各ブロック担当者または事務局までご連絡ください。

　２　徳島県バレーボール協会への登録
　　　　　①徳島県バレーボール協会加盟チーム登録届に必要事項を記入する。
　　　　　【記入の諸注意】　      
　　　　　・「種別」→　「小学生」
　　　　　・「加盟登録番号」・「登録年月日」は記入しない。
　　　　　・チーム名はできるだけ簡略化する。
             例　「徳島ジュニアバレーボールクラブ」　→　「徳島ＪＶＣ」
　　　　　・「チーム所在地」・「担当者連絡先・住所・氏名」は，何丁目・番地まで詳しく書く。
　　　　　・「有資格者」には，「日本小学生バレーボール連盟指導者講習会」の資格は含まれない
　　　　　　ので記入しない。
　　　　　・選手の「氏名・学年・身長・学校名」を記入する。
　　　　　②登録料「６０００円」を郵便振替で納め，払込票のコピーを申込み時に添付すること。
　　　　　③「４月２０日」までに登録完了すること。（各ブロック担当者へ送付する）

第６号議案

平成２７年度の登録について     


