
  平成２８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４５分～
  日時　平成２８年３月２０日（日）

  場所  八万中央コミュニティセンター



（３）平成２８年度事業計画（案）について

（４）平成２８年度予算（案）について

（５）平成２８年度団登録について

（６）平成２８年度大会参加申し込み方法について

（７）その他

５．そ　の　他 

６．閉　　　会

（３）その他

４．議　　　 案

（１）平成２６・２７年度事業報告について

（２）平成２７年度決算報告について

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
②競技委員会
③審判規則委員会
④指導普及委員会

次　　　第

（１）日本小学生バレーボール連盟評議員会



優　勝 準優勝

男　子 松茂 鳴門

女　子 方上 桑島

優　勝 準優勝

男　子 松茂 鳴門

女　子 方上 桑島

混　合 三庄 撫養

鳴門 １組２位 桑島 ２組３位

阿南 ３組４位 松茂 １組２位

椿 ２組４位 鳴門西 ３組３位

優　勝 準優勝

男　子 松茂 鳴門

女　子 方上 佐古

　県内１０地区の夏季地区大会後援（トロフィー贈呈）

阿南・椿

松茂・鳴門西

男子

④成績

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日時　　平成２７年６月２０日（土）・２１日（日）・２８日（日）
②場所　　那賀川スポーツセンター，羽ノ浦国民総合体育館，藍住町民体育館，鳴門市民会館

第３位

鳴門西・論田

（２）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

椿・南部

③参加チーム（男子５チーム，女子６６チーム，混合８チーム）

⑤全国大会参加（８／１１～１４）東京：男子＝松茂　女子＝方上　

①日時　　平成２７年８月２９日（土）・３０日（日）・３１日（月）

（３）平成２７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（７／２５・２６）香川：観音寺市

④成績

女子

第３位

飯尾敷地・城東

③参加チーム（男子４チーム，女子６６チーム）
④成績

①日時　　平成２７年３月２８日（土）・２９日（日）・３０日（月）

（１）平成２６年度　徳島県バレーボール小学生新人大会

②場所　　小松島市立体育館，松茂町総合体育館

第１号議案

議　　　 案

松茂・鳴門西

（５）大会後援

（４）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）

平成２６・２７年度事業報告について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合＝三庄

②場所　　小松島市立体育館・徳島市立体育館

②場所　　小松島市立体育館，鳴門市民会館
③参加チーム（男子６チーム，女子７３チーム）

第３位

新町・南部



　○阿南・那賀

　○小松島・勝浦
　ア．日時　　平成２７年１２月１６日（水）
　イ．場所　　横瀬集会所
　○海部
　ア．日時　　平成２７年１２月２０日（日）
　イ．場所　　宍喰小学校
　○板野・名東

　○阿波・吉野川・名西

　○鳴門

　○美馬・三好

　○徳島

（７）その他

①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１２月　５日（土）
　イ．場所　　佐那河内中央運動公園

優勝 準優勝 第３位
八万南 南部 佐那河内

②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
　ア．日時　　平成２８年２月１１日（木）
　イ．場所　　藍住町民体育館・藍住南小学校
　ウ．参加チーム　　男子　４チーム　　女子２４チーム
　エ．成績

優　勝 １組 ２組 ３組
男　子 新町
女　子 松心 沖洲 高志

③平成２７年度　徳島県小学生優秀選手表彰
　ア．表彰者　　男子６名，女子２９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２７年１０月２５日（日）
　イ．場所　　富岡公民館

　ア．日時　　平成２８年　２月１７日（日）

（６）講習会・練習交歓会

④平成２７年度　指導者講習会

①平成２７年度　全国審判規則伝達講習会
　ア．日時　　平成２７年　４月１８日（土）１９日（日）

③全国・四国大会出場チーム練習交歓会

　イ．場所　　東京

　ア．日時　　平成２７年　７月　５日（日）
　イ．場所　　藍住西小学校

　ア．日時　　平成２８年　１月２３日（日）
　イ．場所　　川島体育館

　ア．日時　　平成２８年　３月　７日（月）
　イ．場所　　徳島県総合福祉センター

　ア．日時　　平成２８年　１月１７日（日）
　イ．場所　　鳴門市民会館

②平成２７年度　審判規則伝達講習会

　ア．日時　　平成２８年　１月１７日（日）
　イ．場所　　北島町民体育センター

　イ．場所　　井川総合支所

　ア．日時　　平成２７年　４月２６日（日）
　イ．場所　　藍住町体育センター



△は減

科　目

繰越金

登録料

補助金

ボール払い下げ金(10個)・利子等

合　計

科　目

郵送費 126,450

事務費ﾌﾞﾛｯｸ 24,000

事務用品費 23,780

印刷費 5,758

通信費 0

会場費 355,940

役員費 30,000

食事代 159,115

用具費 92,000

表彰費 136,254

四小連関係 60,800

日小連関係 98,400

会議費 会議等 68,000

日小連分担金 30,000

四小連分担金 50,000

県協会登録費 384,000

予備費 慶弔費等 4,000

引当金 四国大会運営引当金 40,000

繰越金

合　計

雑収入

40,000 040,000

平成28年3月12日

監　事　　　大　谷　　　章

0 67,635 67,635

　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。

1,740,000 1,756,132

20,000 4,000

監　事　　　石　田　隆　志

16,132

前年度繰越金

本年度決算額 内　　訳比較増減額

平成２７年度会計決算書について［H27.3.1～H28.2.29]

１．収入の部

200,000

6,000

全国大会運営費等

54,045109,913

0

全国大会  （4,000× 79）

420,000 44,000

日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会配賦金(34,007)

116,000

２．支出の部

予　算　額

事業費

事務費

464,000

△ 16,000

△ 55,868

△ 79,012

△ 2,000

43,200

△ 41,691

本年度決算額

576,000

926,000

平成２７年度決算報告について

510,000

参加料

66,000

新人大会　（4,000× 70）

選手権大会（4,000× 79）

駅伝大会　（2,000×  7）

200,000

第２号議案

予　算　額

920,000

773,309

179,988

1,740,000

旅費

815,000

259,000

1,756,132

159,200

分担金

内　　訳比較増減額

16,132

70,000 68,000

6,000×96団体

87 87 0

 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

平成２８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

　ア．日時　　未定

　ア．日時　　平成２８年　４月１０日（日）

　ア．日時　　平成２８年　７月　３日（日）

　イ．場所　　四国大学

　イ．場所　　未定

②場所　　松茂町総合体育館ほか

　ア．日時　　平成２８年１２月上旬から中旬開催予定

①日時　　平成２８年８月２７日（土）・２８日（日）・２９日（月）
（２）平成２８年度　徳島県バレーボール小学生選手権大会

（１）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
①日時　　平成２８年６月１８日（土）・１９日（日）・２６日（日）

②場所　　小松島市立体育館ほか

（４）大会後援

　ア．日時　　平成２８年　４月１６日（土）１７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）

（３）平成２８年度　徳島県バレーボール小学生新人大会
①日時　　平成２９年３月２５日（土）・２６日（日）・２７日（月）
②場所　　小松島市立体育館ほか

②平成２８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２８年　４～６月中に開催予定

①平成２８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

　ア．日時　　平成２９年　２月１１日（土）

（６）その他

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
　３７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２８年度　審判規則講習会

①平成２８年度　全国審判規則伝達講習会

①平成２８年度　徳島県バレーボール小学生夏季地区大会

　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

④四国大会参加（７／３０・３１）愛媛：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

③大会の結果により，優秀チームを「第１４回全国スポーツ少年団バレー



△は減

科　目

繰越金

登録料

補助金

雑収入

合　計

科　目

郵送費 140,000

事務費ﾌﾞﾛｯｸ 24,000

事務用品費 25,000

印刷費 30,000

通信費 10,000

会場費 360,000

役員費 45,000

食事代 120,000

用具費 120,000

表彰費 140,000

四小連関係 60,000

日小連関係 76,000

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

参加料

38,365 54,045 △ 15,680 配賦金・ボール払い下げ金・利子等

200,000 200,000

926,000

平成２８年度予算書について［H28.3.1～H29.2.28]

0 全国大会運営費等

選手権大会（4,000×72）
884,000

１．収入の部

予　算　額

平成２８年度予算（案）について

第４号議案

前年度決算額 比較増減額 内　　訳

△ 66,000 6000×85団体

67,635 87 67,548 前年度繰越金

△ 42,000

新人大会　（4,000×72）

全国大会  （4,000×72）

駅伝大会  （2000×10）

△ 44,000

1,700,000 1,756,132 △ 56,132

△ 67,635

比較増減額 内　　訳

49,012

　但し，必要に応じて科目間の流用を認める。

1,700,000 1,756,132 △ 56,132

179,988

分担金 420,000 464,000

旅　費 136,000

68,000

510,000 576,000

事業費 785,000

２．支出の部

予　算　額 前年度決算額

事務費 229,000

40,00040,000 0

2,00070,000

67,6350

773,309

20,000 4,000 16,000

159,200 △ 23,200

11,691



　１　ＪＶＡ（日本バレーボール協会）への登録
      ３月初旬以降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）

平成２８年度の登録について     

第５号議案



種
別

号

〒

印

徳島県バレーボール協会加盟チーム登録届

第５号議案

小学生 男・女
加盟登
録番号 （県協会が記入します）

登　録
年月日

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

チーム名
チ　ー　ム
所　在　地
代表者氏名

担当者
連絡先

住所

氏名 電話

有資格者
氏　　名

資格名

有資格者
氏　　名

資格名

年齢又
は学年

身　長

日体協・ＪＶＡ
どちらかに○

有資格者
登録番号

日体協・ＪＶＡ
どちらかに○

有資格者
登録番号

競　　　　　　　　　　技　　　　　　　　　　者

登録
番号

氏　　　　　名
年齢又
は学年

身　長 学校名
登録
番号

氏　　　　　名 学校名

1 　　○○○○○○ 6 150 13

2 　　○○○○○○ 6 150 14

3 　　○○○○○○ 6 150 15

4 　　○○○○○○ 6 150 16

5 　　○○○○○○ 6 150 17

6 　　○○○○○○ 6 150 18

7 　　○○○○○○ 6 150 19

8 　　○○○○○○ 6 150 20

9 　　○○○○○○ 6 150 21

10 22

12

11

承
認
印

24

23

どちらかに○ 

記入しない 

資格者があれば記入。 

※全国小学生指導者講習会の受講証番号は

記入しない。 

スポーツ少年団の指導者番号は記入しない。 

チーム名・代表者データ・担当者連絡先は、小連からの連

絡をお送りしますので、正確に記入してください。 

※
学
校
名
を
記
入
す
る
。
 小学生は学年を記入する。 



 

大会への参加申し込み法 

 

 

１ 大会参加申し込みの手順                  

 

  

事務局 

  

登録団体 

 

 ① 

１大会要項 

２参加申込書 

３払込通知票・払込票 

 

  

 ⑤ 

払込通知書 

 ② 

大会参加料 

 

 

  

最寄りの郵便局 

 

 ③ 

払込票 

 

  

 

  

各ブロック総務担当 

 

 ⑥ 

参加申込書 

ブロック一括 

  ④ 

参加申込書 

※参加チーム 

 

  

 

 

 ⑦ 

大会組合せ表 

 

 

 

第６号議案    

 

２ 手順の内容及び留意事項 

 

 事    項 備    考 

① 

◎事務局から登録団体へ発送する。  

 

○大会１ヶ月前に発送完了 

 

 

 

１大会要項 

２参加申込書 

３払込通知書・払込票 

 

 

② 

◎最寄りの郵便局で，大会参加費の払 

い込みをする。〔\ 4，000〕 

※払い込み手数料は各団で負担する。 

○参加申込書の発送までに

 払い込みを完了しておく

 こと。 

③ 
◎払込票を受け取り，領収証に代える。 ○事務局から領収証の返送

 はしない。 

④ 

◎ブロック総務担当へ「参加申込書」 

を届ける。（郵便・手渡し等方法は，

自由。ただしＦＡＸは不可。） 

○事務局へ直送しても受け

 付けない。 

⑤ 

◎最寄りの郵便局から「払込通知書」 

が事務局へ郵送される。 

○事務局は「払込通知書」 

にて参加料払込の確認を

する。 

⑥ 

◎ブロック総務担当は，ブロック内のす

べての「参加申込書」を一括して発送

する。 

○担当ブロックの中で一括

 して事務局へ発送する。 

⑦ 
◎大会抽選会終了後，直ちに「組合せ 

表」を作成し発送する。 

○「組合せ表」は登録団体 

すべてに発送する。 

 



日本小学生バレーボール連盟からの伝達事項 

 

 

競技委員会 

１ ユニフォーム 

ノースリーブのユニフォームは選手の安全性（盗撮や怪我など）を考慮し，禁止を 

徹底していく。 

※フレンチリーブのユニフォームはよい。 

２ 指導者登録 

  チームの子どもの指導に携わる人は，ＭＲＳへの登録を義務とする。 

  ＭＲＳへ登録していないベンチスタッフはベンチに入ることはできない。 

３ ＭＲＳ登録料 

  平成 29年度からは，ＭＲＳの登録料を 500円へ値上げする。 

 

 

審判規則委員会 

2015年度版 6人制競技規則の文言の見直しを図り，以下の修正を行う。 

１ 〈現 行〉小学生バレーボール・フリーポジション制競技規則 

  〈 改 〉小学生バレーボール競技規則 

２ 〈現 行〉第 4条 試合の進行 

  サイドアウトになった場合は，相手チームのサービス順の最初の選手がサービスを行 

う。その後は，両チームがサービス順に従い，サイドアウトごとに交互にサービスを 

打ち合って試合を進める。 

  〈 改 〉第 4条 試合の進行 

  レシービングチームがラリーに勝ち，サービス権を得た場合は，サービス順に従い， 

サービスを行う。 

３ 追加 

  付則１ 

ノースリーブのユニフォームは選手の安全性（盗撮や怪我など）を考慮し禁止とする。 

・フレンチリーブのユニフォームはよい。 

 



全国小学生バレーボール指導者研修会参加の義務化について 
 

主  旨   日本小学生バレーボール連盟は，指導者の資質向上を目指し，他のセクションに先駆け，

平成 5 年から指導者講習会を毎年実施し，平成 26 年度までに延 35,000 人を越える方が受講

しています。平成 19 年度からは二次講習会，平成 24 年度からは日体協指導員専門科目取得

となる三次講習会を実施し，更なる指導者の増加と資質向上に取り組んできたところです。 

       しかし，指導者講習会の実施から 20 年が経過し，小学生バレーボールを取り巻く環境は著

しく変化する中で，新たに解決しなければならない課題も生まれています。その課題を解決

するためには，時代にあった指導法を学びつづけなくてはなりません。また，依然として後

をたたない体罰・暴力等の不適切な指導を撲滅しなければ，未来を担う子どもたちを育てる

ことはできません。 

       小学生バレーボールにおける指導者の使命は，バレーボールを通じて子どもたちを心身と

もに成長させ，さらにバレーボール界を発展させていくことです。そのことから，チームの

指導者は研修を受講し，正しい考え・知識・態度を身に付けた上で指導すべきだと考えます。

また，そのために，一定期間ごとに講習を受講する継続的な研修システムの構築が求められ

ています。 

内  容  全日本小学生バレーボール大会（中央大会及び都遣府県大会）（以下大会）に参加するチー 

ムのベンチに入る監督・コーチ・マネージャーの内，１人以上の全国小学生バレーボール指 

導者研修会に参加した者がいなけれぱ，そのチームは，大会に参加できません。 

     ※大会に出場申込書を提出された時点で，全国小学生バレーボール指導者研修会参加者名簿 

と照合します。大会には日本バレーボール協会発行の受講証明書を必ず持参して下さい。 

有効な   平成５年度広島県（広島市）会場岩手県（盛岡市）会場開催より以後の研修会参加者より有 

研修会   効とし研修会ます。 

資格要領  ①全日本バレーボール小学生大会のブロック・地区予選会においては，全国小学生バレーボ 

ール指導者講習会一次講習会以上（二次講習会・日体協資格も可）の受講者が最低一人はベ 

ンチに入っていなければならない。 

      ②都道府県最終予選会においては，全国小学生バレーボール指導者講習会二次講習会以上（日 

体協資格も可）が最低一人はベンチにいなければならない。 

      ③全日本バレーボール小学生大会の全国大会においては，公益財団法人日本体育協会認定バ 

レーボール指導員・上級指導員・コーチ・上級コーチのいずれかの資格取得者がベンチ入り 

しなければならない。 

      ④小学生バレーボールの指導者は，指導者講習会を受講した日から 4年間の間に資質及び指 

導力向上のため，日本小学生バレーボール連盟が開催する講習会を有効期間中に少なくとも 

1回は受講しなければならない。但し，更新講習の開始にあたり，本格実施を予定する平成 

29年度から 4年に 1度受講することで，対象資格は更新されたものとする。 

更新方法  ①全国小学生バレーボール指導者更新講習会（案）の受講 

      ②全国小学生バレーボール指導者一次・二次講習会の更新受講（再受講） 

      ※講習内容 3時間（小学生バレーボールの指導者の理念 0.5h，指導力向上プログラム 2.5h） 



３ 徳島県小学生バレーボール連盟加盟団体登録および個人登録規定(案) 
 

  第１条 徳島県小学生バレーボール連盟（以下連盟という）並びに徳島県バレーボール協会が主催または共催 

する大会に出場しようというチームは，この規定により連盟に有効に登録された団体及びその構成員 

でなければならない。 

                   

  第２条 連盟の加盟団体は，本規定の定めるところにより，公益財団法人日本バレーボール協会ならびに連盟 

に有効に登録された団体（以下「登録団体」という）および構成員でなければならない。 

１ 加盟登録しようとする団体は，ＪＶＡ－ＭＲＳでチーム登録を済ませるとともに，連盟所定の 

書式に必要事項を記載し申請するものとし，双方の登録をもって登録完了とする。 

２ 原則として毎年４月末日までに連盟に登録申請することとし，その有効期間は，毎年４月 1日 

から翌年３月末日までとする。 

３ 日本小学生バレーボール連盟（以下「日小連」という）加盟団体登録および個人登録規定に準 

  じて連盟登録を行うが，第３条以下に定める事項については連盟の定める規定が優先するもの 

とする。 

 

 第３条 競技会参加は，登録団体でなければならない。１登録団体より複数チーム出場することができる。 

 

 第４条  団体の登録構成員の資格は，次によるものとする。 

①選手 

      １ 徳島県内に所在する小学生バレーボール競技団体に属する者。 

      ２ 社会体育としての子供会活動，スポーツ少年団，スポーツ教室等でバレーボールを種目として 

いる団体に属する者。 

            ３ 学校のクラブ活動，または学校でバレーボールを行っている団体に属する者。 

      ４ その他いかなる母体形態を問わず，小学生を対象として編成されたバレーボール競技団体に属 

する者。 

            ５ 適切な世話人もしくは指導者を有し，継続的に活動を続ける団体に属する者。 

            ６ 同一都道府県の国・公・私立小学校に在籍し，あるいは在住している者で，４月１日現在１２ 

才未満の者。 

②指導者 

１ 日小連または連盟の主催または主管する競技会への参加において、ベンチに入る役員はすべて、 

ＪＶＡ－ＭＲＳで個人登録を完了した者であること。 

 

  第５条  小学生として登録する登録構成員の登録は１人１団体を原則とする。 

 

第６条 登録団体は，その登録構成員に追加あるいは取り消しがある場合には遅滞なく届け出て確認を求め 

なければならない。但し，原則として同一年度内における登録構成員の他登録団体への変更は認め 

ない。事情により同一年度内の他団体への登録を求める場合は，連盟に申し出ること。 

            １ 毎年５月１日以降に申請された登録及び登録構成員の追加の届け出は，当該大会参加申し込み 

までに完了した場合効力を発生するものとする。 

 

  第７条 登録に虚偽の申請をし，その他本規定に反したときは，合法的であってもアマチュアスポーツマンシ 

ップ精神に反すると連盟が認めたときは，登録団体または登録構成員に対し，登録を拒み，または取 

り消しあるいは一定期間，競技会の参加並びに出場を停止することがある。 

  

 第８条 大会参加並びに出場については，本規定のほか，各大会参加要項を併用して適用する。 

 

    附  則  本登録規定は，昭和５４年 ６月３０日より施行する。 

                 昭和５８年 ４月１０日 一部改訂 

                        平成１８年 ３月１９日 一部改訂 

平成２３年 ３月２０日 一部改訂 

 平成２５年 ３月１６日 一部改訂 

平成２７年 ３月２２日 一部改訂 

平成２８年 ３月２０日 一部改訂



１ 徳島県小学生バレーボール連盟規約

第１章 名 称

第１条 本連盟は，徳島県小学生バレーボール連盟と称する。

第２章 目 的

第２条 本連盟は，徳島県内における小学生バレーボール団体を統轄し，小学生バレー

ボールの普及発展を図り，もって小学生の心身の健全な発達に寄与し，その育

成に努めることを目的とする。

第３章 事 業

第３条 本連盟は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。

１．小学生バレーボール競技大会の開催

２．小学生を対象とするバレーボール教室の開催

３．小学生バレーボールに関する指導者の育成と指導者講習会・研修会の開催

４．小学生バレーボールに関する競技規則および施設用具の調査研究

５．その他，本連盟の目的を達成するために必要な事業

第４章 組 織

第４条 本連盟は，前条の目的に賛同する徳島県内の小学生バレーボールチーム及び個

人をもって組織する。

第５章 役 員

第５条 本連盟には，次の役員を置く。

会 長 １名 副会長 若干名 評議員

理事長 １名 副理事長 若干名 常務理事

理 事 監 事 ２名 他に顧問，参与を置くことができる。

第６条 役員の任期はすべて２年とし，留任は妨げない。

第７条 会長及び副会長は，評議員会において選出する。

第８条 会長は本連盟の業務を統括し，連盟を代表する。

第９条 副会長は会長を補佐し，会長に事故があるとき，その職務を代行する。

第10条 顧問，参与は評議員会において推挙し，会長がこれを委嘱する。

第11条 理事長，副理事長は常務理事会において選出し，会長がこれを委嘱する。

第12条 理事長は会務を掌理し，常務理事会・理事会の決するところに従い，会務

を執行する。

第13条 副理事長は，理事長に事故のあるとき，その職務を代行する。

第14条 常務理事は，理事の互選によって選ばれた正副委員長とし，会長がこれを委嘱

する。

第15条 常務理事会は，会長・副会長及び常務理事をもって組織し事務を処理執行する。



第16条 理事は評議員会において選出し，会長がこれを委嘱する。本部理事は，各委員

会の委員長が推薦し，常務理事会において承認する。各部とも３名を上限と

し，任期中の交替を認める。

第17条 監事は評議員会において推挙し，会長がこれを委嘱する。

第18条 監事は会計を監査する。

第19条 評議員は本連盟に加盟する団体より１名および個人から選出する。

第６章 会 議

第20条 評議員会は，毎年１回会長が召集して議長となり，予算，決算，役員の選出，

規約の改正，およびその他重要事項を協議決定する。

第21条 理事会は，会長・副会長および理事をもって組織し，評議員会の決定する

ところに基づき，一般会務を執行する。

第22条 常務理事会は，理事長が召集してその議長となる。

第23条 すべての役員会における議事は，出席役員の過半数の議決をもって定める。

第７章 委員会

第24条 本会には，理事会の定めるところにより必要な委員会を設けることができる。

第25条 委員会に関する規定は，理事会において別にこれを定める。

第８章 経 理

第26条 本連盟の経費は，登録料・競技参加料及び補助金・その他の収入をもって

あてる。

第27条 本連盟の会計年度は，毎年３月１日に始まり，２月末日に終わる。

第９章 雑 則

第28条 本連盟は徳島県バレーボール協会ならびに日本小学生バレーボール連盟の

加盟団体とする。

第29条 本連盟の規約は昭和５４年６月３０日より施行する。

昭和５８年４月１０日 一部改訂

昭和５９年３月２０日 一部改訂

平成１９年３月１８日 一部改訂

平成２３年３月２０日 一部改訂



２ 徳島県小学生バレーボール連盟委員会規定

第１章 総 則

第１条 この規定は，徳島県小学生バレーボール連盟規約第24・25条の規定に基づ

き設置された各委員会に関することを定める。

第２条 第１条の各委員会として，次の委員会を設置する。

１ 総務委員会 ２ 指導普及委員会 ３競技委員会

４ 審判規則委員会

第２章 所管事項

第３条 この委員会は，理事会又は常務理事会の委嘱を受けて次の事項について審議

し，これを処理する。

第４条 総務委員会は，庶務，経理等に関する事項や処理にあたる。

第５条 指導普及委員会は，指導普及，調査研究，表彰等に関する事項や処理にあた

る。

第６条 競技委員会は，競技会の開催，競技者の登録等に関する事項や処理にあたる。

第７条 審判規則委員会は，審判員の養成，競技規則の研究と審判員の派遣に関する

事項や処理にあたる。

第３章 委員及び役員

第８条 各委員会の委員は，理事の内から会長が委嘱する。

第９条 各委員会には，委員長，副委員長各２名を置く。委員長，副委員長は理事の

内から会長が委嘱する。

第10条 委員長は，委員会を代表し委員会の会務を掌理する。

第11条 副委員長は，委員長が事故のあるとき，その職務を代行する。

第４章 任 期

第12条 委員及び役員の任期は，２ヶ年とする。但し，再任を妨げない。

第５章 委員会

第13条 委員会は，委員長が招集して，その議長となる。

第14条 委員会の議事は，出席委員の過半数で決定し，可否同数の時は，議長がこれ

を決定する。

第15 条 緊急を要するための委員会に付議することが困難なときは，委員長がこれ

を決定することができる。但し，次の委員会に報告して承認を受けなけれ

ばならない。

第16 条 会長，副会長，理事長，副理事長，各委員長は，各委員会に出席して意見

を述べることができる。

第６章 本規定の変更

第17 条 この規定は，理事会の議決を受け変更することができる。

昭和５８年 ４月１０日より施行する。

平成 ６年 ３月１９日 一部改訂

平成１７年 ５月 ７日 一部改訂

平成１９年 ３月１８日 一部改訂



３ 徳島県小学生バレーボール連盟登録規定

第１条 徳島県小学生バレーボール連盟（以下連盟という）並びに徳島県バレーボール協会が

主催または共催する大会に出場しようというチームは，この規定により連盟に有効に

登録された団体及びその構成員でなければならない。

第２条 登録しようとする団体は，連盟所定の書式に必要事項を記載し，毎年原則として４月

末日までに連盟に申請するものとする。

第３条 競技会参加は，登録団体でなければならない。１登録団体より複数チーム出場するこ

とができる。

第４条 団体の登録構成員の資格は，次によるものとする。

１ 徳島県内に所在する小学生バレーボール競技団体に属する者。

２ 社会体育としての子供会活動，スポーツ少年団，スポーツ教室等でバレーボール

を種目としている団体に属する者。

３ 学校のクラブ活動，または学校でバレーボールを行っている団体に属する者。

４ その他いかなる母体形態を問わず，小学生を対象として編成されたバレーボール

競技団体に属する者。

５ 適切な世話人もしくは指導者を有し，継続的に活動を続ける団体に属する者。

６ 同一都道府県の国・公・私立小学校に在籍し，あるいは在住している者で，４月

１日現在１２才未満の者。

第５条 登録は１人１団体を原則とする。

第６条 登録団体は，その登録構成員に追加あるいは取り消しがある場合には遅滞なく届け出

て確認を求めなければならない。但し，原則として同一年度内における登録構成員の他登

録団体への変更は認めない。事情により同一年度内の他団体への登録を求める場合は，連

盟に申し出ること。

１ 毎年５月１日以降に申請された登録及び登録構成員の追加の届け出は，当該大会

参加申し込みまでに完了した場合効力を発生するものとする。

第７条 登録に虚偽の申請をし，その他本規定に反したときは，合法的であってもアマチュア

スポーツマンシップ精神に反すると連盟が認めたときは，登録団体または登録構成員

に対し，登録を拒み，または取り消しあるいは一定期間，競技会の参加並びに出場を

停止することがある。

第８条 大会参加並びに出場については，本規定のほか，各大会参加要項を併用して適用する。

附 則 本登録規定は，昭和５４年 ６月３０日より施行する。

昭和５８年 ４月１０日 一部改

平成１８年 ３月１９日 一部改訂

平成２３年 ３月２０日 一部改訂

平成２５年 ３月１６日 一部改訂

平成２７年 ３月２２日 一部改訂


