
栃木県中学校総合体育大会バレーボール競技 代表者会議   R1.7.23 於陽南中 

＊参加申込書提出（地区ごと） ＊代表者会旅費支給 ＊V-tochigi 代集金 

１ 専門部長あいさつ                  

２ 総合体育大会について 

①前年度優勝、準優勝チーム…優勝旗，カップを大会１日目に持参 

男子 優勝…宮の原 準優勝…星が丘       女子 優勝…瑞穂野 準優勝…三島 

  ②要項確認（別紙）   ・試合当日の流れ コート 試合順について 

  ③シード校確認         ＊令和元年度春季結果 

 優勝 準優勝 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 

男子 宮の原（宇） 姿川（宇） 星が丘（宇) 陽南（宇） 清原（宇） 古里（宇） 河内（宇） 国本（宇） 

女子 陽東（宇）  久下田(芳)  瑞穂野（宇） 陽南（宇） 鹿沼東（鹿） 姿川（宇） 三島（那） 市貝（芳） 

＊令和元総体 各地区順位 

【男子】 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 ７ 位 ８位 ９位 10位 11位 12位 

宇 河 宮の原 姿川 星が丘 陽南 清原 河内 横川 古里 上河内 若松原 国本 陽東 

下都賀 石橋 壬生 大平南 都賀 大平 栃木東陽 吹上      

塩 谷 矢板 氏家           

佐  野 葛生 佐野北 佐野南          

足 利 足利三            

 

【女子】 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 ７ 位 ８位 

宇 河 陽東 瑞穂野 鬼怒 陽南 姿川 豊郷 陽北 若松原 

鹿 沼 鹿沼東 鹿沼西       

日 光 今市        

芳 賀 久下田 茂木 大内 山前     

下都賀 大谷 小山三 栃木東 石橋 都賀 大平   

塩 谷 喜連川 片岡       

那 須 三島 大田原 西那須野 黒磯北     

南那須 烏山        

佐  野 赤見 佐野南       

足 利 足利北 毛野       

 ④組合せ抽選（別紙 公開抽選規約 参照） 

 ⑤会場使用上の注意（別紙をよく読んで周知徹底のこと） 

・清原体育館 ８時開場。駐車場は、体育館西側。バスは東側。 

（高校野球県大会の雨天予備日。17 時から学童野球開会式。県内 236 チーム、バス 180 台回送、一般車両 1060 台） 

・鹿沼総合体育館 バスは回送。自家用車は乗り合わせで 10 台以内。駐車禁止区域に絶対に駐車しないこと。毎回、ルール違反の車あり。 

ロビーや観客席裏通路（ランニングコース）にレジャーシート等を敷くことは禁止。 

 ○１日目 責任者 男子 清原体育館 陽南中 上野  女子 鹿沼総合体育館 北押原中 増渕 

 ○２日目 責任者 男女 アリーナたぬま 陽南中 上野 １３時まで。 

 ○３日目 責任者 男女 鹿沼総合体育館 陽南中 上野 

  第１試合（女子準々決勝）   ８：４０   第２試合（男女準決勝） １０：４０  

第３試合（男女３位決定戦） １３：１０   第４試合（男女決勝）  １４：４０  

 ・アップゾーンを設ける。(ラインテープの準備) 

 ・試合終了後、試合を行っていたチームですぐに片づけを行う。空いたコートで練習は禁止。 

選手のフロアでの見学は禁止。隣のコート選手との接触プレーなどを避けるため。 

  ・けが，熱中症対策について～テーピング、氷等は各チームで準備。保護者の救急搬送もあり。 

 ・県中体連事務局より 危機管理マニュアルのチェック項目の追加、厳守。 

AED 設置場所の確認。冷房のついた部屋の有無の確認。屋内外での危険生物（スズメバチ等）の巣の確認。養護教諭を配置。役員・生徒役員用の弁当の保管は適正か。エピペン保有者の確認（学校毎）。  

 ⑥審判部から  ・ワイピング用のタオル準備 ・ユニフォーム規定遵守～特にベンチスタッフの服装 
 ・ベンチスタッフは、ズボン着用（ハーフパンツ禁止）・服装は、同系色。（関東、全国は統一） 
 ・WTO はアップゾーンで行う。人形やうちわ等をベンチ内に入れるのは禁止。   
 ・申込書に記載のある監督、コーチ、マネージャー以外ベンチには入れない。（学校長でも） 
 ⑦委嘱状について（別紙） 

 ⑧大会中の写真撮影について（プロフォートサニー） 

 ⑨関東大会出場校について～男女上位３チームが関東大会出場 



①関東大会公開抽選会（８月１日 神奈川県）決定後、組合せなどの資料を郵送または手渡し。  

②関東大会出場チームは神奈川大会事務局に書面による申込書と電子データを送ること。期日厳守。 

（詳しくは要項参照） 

ア Ｅ-mail による大会参加申込書 令和元年７月３１日(水) １２：００必着 n-maeda@ooi.andteacher.jp 

イ 書面による参加申込      令和元年８月 １日(木) １２：３０必着 

ウ 大会参加費          令和元年７月３１日(水) １２：００必着 

 

③上記 イ（職印を押印したもののコピー）については、陽南中上野まで FAX（028-684-3027）で送ること 

県中体連事務局報告用に必要になります。（７／３１まで） 

④ブロック大会出場全チーム 全国大会出場手続きを行う https://h31wakayamazenchu.wordpress.com 

（Ｅ-mail による大会参加申込書 ８月１日（木）１７：００必着）2019zenchu.vb.wakayama@gmail.com 

３ 協議，連絡事項 

 ①第２回県強化練習会（JOC 選抜選手最終選考会）について （文書の準備をしておくこと） 

  8 月 10 日（土） 男子…陽南中   女子…北押原中 

 ②国体ターゲットエイジ強化事業 U13、U14 について （文書の準備をしておくこと） 

  7 月 31 日（水） U13,U14 男子…陽南中 

  8 月 10 日（土） U13 女子…陽北中、U14 女子…鬼怒中  

  8 月 11 日（日） U13,U14 男子…陽南中 講師 渕江中 日笠先生 

  8 月 24 日（土） U13,U14 男子…7/31 実施のため行わない U13 女子…北犬飼中 U14 女子…鬼怒中 

 ③全国都道府県対抗中学バレーボール大会について（12/25 月～28 木） 

  ・栃木県選手団結団式 ８月２４日（土）１５：００～  於 鹿沼総合体育館 会議室 

JOC スタッフ 監督 コーチ マネージャー アシスタントコーチ 

男子 手塚千貴（星が丘） 鈴木研二（宮の原） 町田直美（石橋） 中田悠太（上河内） 

女子 吉田京平（陽南） 吉澤崇臣（黒磯北） 萩原晴香（南河内第二） 石﨑奈央（小山第三） 

 ④栃木 JOC アカデミー選手壮行会・壮行試合について  ９月２２日（日）９：００～  於 壬生中  

  ・９：００～ 練習   ・壮行試合 １０：００～ 栃木ＪＯＣ－ＪＯＣアカデミー  

・壮行会（認定書授与） 壮行試合終了後。 

JOC アカデミースタッフ 監督 コーチ マネージャー アシスタントコーチ 

男子 横町竜次（清原） 久田利彦（壬生） 櫻井 学（佐野北）  

女子 島田徹（田沼西） 石島正樹（馬頭） 穴沢幸平（大谷） 山内智子（久下田） 

⑤栃木県中学１年生バレーボール大会について 
 宇河 下都賀 芳賀 足利 那須 佐野 鹿沼 南那須 日光 塩谷 
男子 選抜 選抜  佐野と選抜   足利と選抜     選抜 

女子 選抜 地区予選 地区予選 地区予選 地区予選 選抜 選抜 選抜 選抜 選抜 

 ⑥V-TOCHIGI について 印刷物・電子データを８／１１（日）までに提出。 

 ⑦新人以降の女子県大会出場枠について（来年度総体まで）～本年度と同じ 

 ⑧関東長身者練習会 11/24（日）東京都で開催。1・2 年対象 男子 180 ㎝ 女子 170 ㎝ 以上の生徒。 

  全国中学生「長身選手発掘育成合宿」2/9～12 の選考会も兼ねている。U13,U14 の計測データを参考に選出します。 

 ⑨栃木関東２０２２年に向けて 

  ８／７～９本大会 澤村 T 視察委員として参加。 

神奈川→茨城 開会式なし（2020 東京オリンピック、栃木インターハイ）→東京（埼玉全中）→栃木（栃木国体） 

 ⑩「チームとちぎジュニア選手」認定書授与式について  

  ９月１日（日）１３：３０～（受付１３：００）栃木県教育会館 鈴木 吉田 生徒引率 

 ⑪11/10（日）小中高・小中合同練習会について 〆切 8/10 

 ⑫県新人大会 について 県春季、県総体に合わせトーナメント戦で実施します。 

４ ビーチバレー関係 

 ①7/28 中学生対象ビーチバレー講習会 ②8/11 ふれあいカップ ③茨城国体ビーチバレー 視察？ 

  ・地区で１名、ビーチバレー担当者 を決めてください。・ビーチバレーコートが足利に完成。 

５ その他 

 ・学校区での小中合同練習会を各校で実施してください。・各地区で伝達を徹底すること。 

各地区から 宇河 下都賀 芳賀 足利 那須 佐野 鹿沼 南那須 日光 塩谷 
  皆川・藤岡 2 合同   8･24,25 シ

ード戦  

男子  葛生、田沼東  

女子  田沼西、東合同  

 小学バレー教室で部員増   泉 矢板合同  

 ・指導者、保護者のマナーについて 選手への言葉かけ 

６ 閉会 


