
平成３０年３月吉日

各高等学校学校長殿

東京都高等学校体育連盟

バレーボール専門部男子部

部 長 請 地 政 元

平成 30年度総会ならびに審判技術研究協議会開催について

日頃より、東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部男子部の運営にご理解ご協力をいただき深く感謝申

し上げます。各学校におかれましては、新年度を迎えるにあたり、チームの運営役員も決まり、希望も新たに

新入部員の獲得や練習にと活発な活動を開始されていることと存じます。

さて、平成 30 年度総会及び審判技術研究協議会を下記のとおり開催します。年度当初に開催する総会では、

平成 29 年度の事業報告と決算の承認、平成 30 年度の事業計画と予算案の承認などを行うとともに、平成 30

年度一年間の事業や大会等について各担当から詳細な説明をさせていただく予定です。また、ルールの改正に

伴う審判技術研究協議会もあわせて開催し、競技運営における共通理解も図ってまいります。

つきましては、年度当初のご多用のところかと存じますが、各校バレーボール部顧問及び代表生徒の出席に

ついて、ご高配の程よろしくお願い申し上げます。

記

１． 日  時   平成３０年４月１４日（土）

             14:30 ～        受   付

             15:00 ～       総   会

              16:30 ～       審判技術研究協議会 等

２． 場  所   城北高等学校   講 堂（正門を入ってすぐ右手）

                        （東武東上線 上板橋駅下車 徒歩１０分）   

◎自家用車によるご来校はご遠慮ください。

◎関係会場以外立ち入りは禁止します。

３． 出 席 者    顧問（監督）教員１名、代表生徒１名

４． 同封書類   総会・登録・審判技術研究協議会の案内 １通

平成 30 年度総会委任状 １通

          平成 30 年度加盟申請書兼登録書(本部・支部 同内容記入) １通

                    平成 30 年度加盟申込書 １通

          平成 30 年度行事予定表 １通

          関東大会予選会申込書 １通

                  (公財)日本バレーボール協会登録管理システム（JVA-MRS）の

リニューアルにともなう新システムへの移行について １通

  平成 30 年度大会引率者規定の変更について １通

  平成 30 年度競技方法の変更について １通

平成 30 年度関東大会（東京開催）Ｔシャツ先行予約販売 １通

東京都高等学校男子ビーチバレー講習会・参加申込書 １通

  １．登録・関東大会都予選申込日 平成３０年４月９日（月）16:30～ 各支部受付け校（別紙）

２．組み合わせは後日、ホームページに掲載します。

３．費用

都立高校 国立・私立・区立高校

登録費 東京都より支払われます 7,500 円

ｽ ｷﾙ ｱｯﾌ ﾟ    
練習会・講習会費

5,000 円 5,000 円

関東大会予選 8,000 円（参加ﾁｰﾑのみ） 8,000 円（参加ﾁｰﾑのみ）

合計 13,000 円（関東大会予選参加ﾁｰﾑ） 20,500 円（関東大会予選参加ﾁｰﾑ）

  

４．登録用紙・加盟申込書記入上の注意

備考 ①未登録の個人は本連盟及びそれにつながるすべての大会に出場できません。

②引率責任者は、当該校の職員または校長の認める部活動指導員とし、チームスタッフを

兼ねることができる。監督、コ－チは当該校の職員または校長の認める指導者とし、当該校の

職員以外の場合は傷害・賠償責任保険（スポ－ツ安全保険等）に必ず加入することを条件とす

る。マネ－ジャ－は当該校の職員または生徒であること。

  ５．年度途中の加盟登録

    ※年度の途中で高体連加盟登録するチームは事務局へ加盟登録関係書類と費用(登録費、ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講習

会・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ練習会費)を現金書留で郵送してください。（ｽｷﾙｱｯﾌﾟ練習会・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講習会実施後の

加盟登録時も同様です。）

        〔事務局〕〒162-8670  東京都 新宿区原町 3-87

             成城高等学校   佐藤 暢章

（TEL  03-3341-6141   FAX  03-3341-3165）

※ 年度の途中から入部した選手は追加ＪＶＡ個人登録をしてください。

６．傷病見舞金の費用分担金は、加盟登録する各校からの徴収は致しません。

東京都高等学校体育連盟にて費用負担します。（疾病見舞金についての詳細は大会要項の冊子に記載さ

れております。）

※平成３０年度東京都高体連登録・関東予選申込みについては、今年度も総会

前（４月９日 月曜日）になりますのでお間違いのないようにお願いします。

平成 24 年度より東京都高体連バレーボール男子部登録用紙（本部用・支部用切らずに提出）ととも

に加盟申込書の提出もあります。どちらも記入し、登録費を添え 申込み日に提出してください。学

校の公印は両方とも忘れず押印してください。

（公財）日本バレーボール協会登録につきましては個人登録制度になっています。この制度は個人

が会員としてＪＶＡに登録するシステムです。個人登録費（高校生）として、１人 1,200 円を負担

していただくことになります。登録方法・登録更新については、別紙または（公財）日本バレーボ

ール協会ホームページにて、詳細を御確認ください。



             【ｽｷﾙｱｯﾌﾟ練習会・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講習会費納入について】

昨年度から技能講習会・強化練習会の名称を変更して、スキルアップ練習会・講習会と名づけ、多くの高

校生バレーボーラーに参加をいただき、皆様の熱意とご協力により平成 29 年度も好評をいただきました。

この講習会、練習会の参加者から東京都選抜チーム選出され国民体育大会に出場した選手や関東・全国の強

化合宿に参加した選手もいます。

今年度も同様に各選手の技術力向上をはかり、技術レベル分け（基本技術練習・選抜選手選考練習）技術

習得のポイント、練習方法等の指導をおこないます。大勢の選手・指導者の参加をお願いいたします。

また、実施諸経費を別途分担金として１チーム金 5,000 円の納入をよろしくお願い致します。

【第５回スキルアップ練習会】

1. 目 的  登録されたチームの選手を対象に強化指導を行い、競技力の向上とクラブ活動の意義を高

める。

2. 主 催  （公財）東京都バレーボール協会  東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部男子部

3. 主 管  東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部男子部強化指導委員会

4．日 時  ５月１３日（日） 8：30 より受付  9:00～17:00

5．会 場  第１支部 駒沢大学高校

       第２支部 都立本所高校

       第３支部 成城高校

       第４支部 明治大学付属明治高校

6．内 容  指導者・生徒を対象とした実技練習（基本技術練習・選抜選手選考練習）。

      詳細については年間行事予定表、大会要項参照。

          8:30～     受付

            9:00～12:00  練習 (基本技術練習コート１面  選抜選手選考練習コート１面)

               12:00～13:00  昼食

13:00～16:30  練習 （基本技術練習）  ゲーム（選抜選手選考練習）

              17:00    解散

スキルアップ練習会・スキルアップ講習会に関する問い合わせ先

            

     開成高等学校 宮 利政 宛

                    ＴＥＬ 03-3822-0743

                    ＦＡＸ  03-3822-4558

【第５回スキルアップ講習会及び第 55 回支部選抜対抗戦】

1．目 的  加盟したチームの指導者と、その生徒を対象として、高校生の指導に必要な事柄について、講

習研修を行い、指導者と生徒の資質向上を図ると共に、選抜選手の好プレーを見学してバレー

ボールに対する理想と意欲を高める。

2．主 催  （公財）東京都バレーボール協会  東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部男子部

3．主 管  東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部男子部強化指導委員会

4．日 時  ７月１６日（祝） 8：30 より受付  9:00～16:00

5．会 場  明治大学付属明治高校

6．内 容  指導者・生徒を対象とした実技講習

      詳細については平成 30 年度行事予定表・大会要項参照（総会時 配布します)

                  8:30～   受付

9:00～12:00  スキルアップﾟ講習会

              13:00～   支部選抜対抗戦（スキルアップ練習会で選抜された選手）

                 16:00    終了予定

【平成 30 年度高等学校運動部活動指導者講習会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男子部】

  平成２６年５月２０日付公益財団法人全国高等学校体育連盟会長から、体罰根絶に向けた取り組みの徹底を

図るよう依頼を受け、それと同時に体罰根絶全国共通ルールの制定が行われました。

そして、そのルールについては、平成２６年７月１日より適用されましたが、未だに根絶には至ってない実

態が調査などより挙がっております。こと体罰の問題は、この共通ルールの趣旨・内容を全ての加盟校及び指

導者に対し周知徹底する必要があると考えています。その共通理解のもとに、組織をあげて体罰根絶に向け指

導することが、根絶宣言の具現化につながると考え、今年度も昨年度に引き続き部活動指導者講習会の内容を

少し変更させ開催致します。

運営につきましては、東京都教育委員会と東京都高等学校体育連盟が共催します。

実施する７月１６日(祝)には、著名な講師をお招きして、スキルアップ講習会（生徒参加）と指導者講習会（指

導者参加）を同時並行の形で実施しますので、加盟登録された顧問及び部活動指導員、外部指導員は是非ご参

加いただきますようにお願い致します。

1．目 的 体罰等の許されない指導とあるべき指導の考え方を明確にし、顧問教諭や部活指導員、外部指

導員等の指導力向上を図ることを目的として実施する。

2．主 催 東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部男子部

3．共 催 東京都教育委員会    東京都高等学校体育連盟

4．日 時 ７月１６日（祝） 開始時間 10 時～ （予定）

5．会 場 明治大学付属明治高校

6．内 容 著名な指導者による優れた指導を追及する研修、怒りなどの感情をコントロールするスポーツ

指導等

講習会に関する問い合わせ先

  開成高校  宮 利政 宛

              ＴＥＬ 03-3822-0743

               ＦＡＸ  03-3822-4558


