【令和元年度全国委員長会議、委員総会

報告（R2.1.22）】

１．JVA 関係
（１）会計
2018 年度；7 億 3000 万円の赤字予算→ 2 億 1200 万円の赤字決算
2019 年度；3 億 9300 万円の赤字予算→ 3 億 6000 万円の黒字の見込み
（２）メディカルノートの導入について
（３）ビーチバレーボール高校生有望選手調査のお願い
２．全国高体連関係
（１）過去６年間での体罰数 バレー 30 件、バスケ 31 件。今年度バレーが 10 件で、残念ながら一番多く
なった。適正な指導をお願いする。
（２）2020 年度高校総体に向けて、分散開催による経費の補填のため特別基金を設置して協力をお願いし
ているが、7 億円の目標金額に対し 6000 万円程度しか集まっていない。クラウドファンディングに
より 9000 万円程度集まっている。
（３）MRS 登録数〈岡山県 2018/12/25 → 2019/12/21〉
選手数
1,692（男 748,女 944）→ 1,599（男 705,女 894） 93 人減（男 43 人減、女 50 人減）
チーム数
106（男 46,女 60） → 103（男 46,女 57）
3 チーム減（男 0,女 3 チーム減）
３．大会関係
（１）全国高校総体
①令和２年度北関東総体
男子：令和２年８月２０日（木）～２４日（月）
栃木県宇都宮市・小山市
女子：令和２年８月２０日（木）～２４日（月）
茨城県結城市・古河市・筑西市
②令和３年度北信越総体
男子：令和３年８月２日（月）～６日（金）〈予定〉
石川県金沢市
女子：令和３年７月２７日（火）～３１日（土）〈予定〉
石川県金沢市
③令和４年度四国総体
男子：香川県高松市、女子：徳島県徳島市〈予定〉
（２）全日本バレーボール高等学校選手権大会
①第７３回全日本バレーボール高等学校選手権大会
日程：令和３年１月５日（火）～７日（木）、１月９日（土）～１０日（日）
場所：東京体育館
②第７４回全日本バレーボール高等学校選手権大会
日程：令和４年１月５日（水）～１月９日（日）
（３）第７５回国民体育大会（鹿児島県）
６人制少年
令和２年１０月４日（日）～７日（水）
ビーチバレー 令和２年９月１２日（土）～１５日（火）
４．競技関係
（１）インターハイでのトレーナーの扱いについて、トレーナーはコートサイドの指定された席に着席す
る。トレーナーは有資格者である。
（２）メンバー変更件数（H29 南東北総体より番号のみのメンバー変更を禁止）
H29 南東北総体
H30 東海総体
R 元南部九州総体
R2 北関東総体
男子
２９件（２０校） ３２件（２１校） ３４件（２０校）
女子
２６件（１７校） ５６件（３３校） ３１件（２２校）
（３）ネットの高さについて、常任委員の１２名のうち７名が全国大会の高さで県大会を行うことに賛同
であり、今後検討していきたい。
５．審判関係
（１）今年度より監督制限ラインが廃止になった。監督のイン、アウトのアピールによって、ラインジャ
ッジの高校生がショックを受けるような事象があった。審判から適正な処置を行ってほしい。
（２）インカムを使用することはルール上問題ない。給水のテクニカルタイムアウト中にマネージャーが
インカムを使用して監督の指示を伝えることについては指導した。
（３）来年度インターハイでは、３０対３０の時に給水のためのテクニカルタイムアウトを採用する。
（４）自チームの生徒に対する行き過ぎた指導に対しては、審判員が適切に対処をしていかなければなら
ない。

６．強化指導普及関係
①２０１９全日本ジュニアオールスタードリームマッチ
日程：平成３１年２月１６日（土）、１７日（日）
会場：パナソニックアリーナ
男子；二野晃嘉（関西）、若林俊希（岡山東商）
女子；大山遼（就実）、兵郷珠彩（就実）、深澤つぐみ（就実中学）
②平成３０年度全国高等学校バレーボール男女選抜強化合宿
日程：平成３１年３月２４日（日）～２８日（木）
会場：おおきにアリーナ舞洲（３月２４日は桃山学院高校）
男子；二野晃嘉（関西）
③海外派遣選手〈第１６回男子Ｕ１９（ユース）世界選手権〉
日程：令和元年８月２１日（水）～３０日（金）チュニジア チュニス
男子；若林俊希（岡山東商）
④全国高校９ブロック合宿
日程：令和元年８月２３日（金）～２５日（日）
場所：山陽小野田市民体育館（８月２５日は宇部商業高校）
男子；上田俊輔、宮本直幸（金光学園）、鳥越翔太（倉敷商業）、木下颯眞（関西）
女子；周田夏紀、岡田彩那、岡田優菜（就実）
⑤２０２０全日本ジュニアオールスタードリームマッチ
日程：令和２年２月１５日（土）、１６日（日）
会場：パナソニックアリーナ
女子；周田夏紀、深澤めぐみ、深澤つぐみ（就実）
※ 女子コーチ；足立将太（島根県）
⑥令和元年度全国高校選抜・タイ・全日本ユース（男子Ｕ１８・女子Ｕ１７）バレーボール男女親善
試合
日程：令和２年３月２２日（日）～２６日（木）
会場：おおきにアリーナ舞洲
⑦全国高校９ブロック合宿
日程：令和２年８月２９日（土）～３１日（月）
場所：米子市
⑧２０２１全日本ジュニアオールスタードリームマッチ
日程：令和３年２月２０日（土）、２１日（日）
会場：パナソニックアリーナ〈予定〉
※ 男子コーチ；山口県より
⑨全国高校選抜強化合宿
日程：令和３年３月２１日（日）～２５日（木）〈予定〉

【中国ブロック委員長会議
（１）第 72 回中国大会
（２）ミニ国体
（３）中国ブロック合宿
（４）第 29 回中国新人大会

報告（R2.2.7）】

令和 2 年 5 月 8 日（金）～ 5 月 10 日（日）
山口県 維新百年記念公園 維新大晃アリーナ
令和 2 年 8 月 28 日（金）～ 8 月 29 日（土）
鳥取県 米子産業体育館
令和 2 年 8 月 29 日（土）～ 8 月 31 日（月）
鳥取県 米子市民体育館
令和 3 年 2 月 12 日（金）～ 2 月 14 日（日）
広島県 （男子）広島県立体育館小アリーナ、東区スポーツセンター
（女子）広島県立体育館大アリーナ

【岡山県高等学校体育連盟専門委員長会議

報告（R2.2.5）】

１．会長挨拶
（１）体罰・暴言について･･･減らすのではなく、皆無にすること
「怒る」→感情的になってガミガミ文句を言うこと
言葉遣いに気をつけること、乱暴な言葉から「怒る」に入る。
（２）生徒引率中の飲酒は厳に慎むこと
各専門部で大会中に行われる懇親会なども検討していただきたい。

（３）働き方改革･･･残業時間の上限 月 45 時間、年間 360 時間が４月より実施される
練習のあり方、遠征の方法など検討していただきたい。
２．令和７年、中国ブロックインターハイが決定
【各大会における「引率・監督」の扱いについて】
（１）引率責任者は、校長の認める当該校の職員とする。また、校長から引率を委嘱された
「部活動指導員」（学校教育法施行規則第 78 条の２に示された者）も可とする。ただし、
「部活動指導員」に引率を委嘱する校長は、岡山県高体連会長に事前に届け出ること。
引率者は、全ての行動に対して責任を負うものとする。監督が非常勤講師の場合、別途
引率責任者が必要である。
（２）監督は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・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。（保険証の写し等を大会本部に
提出する。）

【表彰関係（敬称略）】
【全国高体連バレーボール専門部表彰】
・全国大会１０回出場
安藤雅章（岡山東商）
・海外派遣優秀選手〈第１６回男子Ｕ１９（ユース）世界選手権〉
若林俊希（岡山東商）
・全国高校総体優秀選手
男子；市川翔太（金光学園）
女子；大山遼、岡﨑凜華、吉田奈都美（就実）
・全国高校総体リベロ優秀選手
女子；兵郷珠彩（就実）
・全国高校総体ベスト６
女子；大山遼、岡﨑凛華（就実）
【岡山県高体連表彰】
・全国大会優勝選手・指導者表彰
就実高校女子バレーボール部
・指導者 西畑美希
・選 手 岡﨑 凜華、兵郷 珠彩、別 宗
光、大 山
遼、周田
平田 美菜、吉田奈都美、深澤めぐみ、深澤つぐみ、光森
・専門部優秀選手
男子；市川翔太（金光学園）
女子；岡﨑凜華
・功労者表彰（岡山県高校総体連続５回以上優勝）
西畑美希（就実）

夏紀、大賀みるく
有紗、北川果乃子

【岡山県バレーボール協会優秀選手表彰】
男子；市川翔太、川上理来、渡邉和哉、川口大城（金光学園）
加藤耕二郎、三澤遼河、若林俊希（岡山東商）、西森裕太郎（玉野光南）
女子；大山遼、岡﨑凜華、兵郷珠彩、別宗光（就実）
高本愛結奈、竹下佳乃、阿部真奈穂（理大附属）
【岡山県高体連バレーボール専門部】
特別表彰；若林俊希（岡山東商）〈第１６回男子Ｕ１９（ユース）世界選手権出場〉

