
令令和和３３年年度度 三三重重県県ヤヤンンググククララブブババレレーーボボーールル連連盟盟

総総会会 事事項項書書

日時 令和３年５月１５日（土） １８：００～

場所 菰野町町民センター １Ｆ第１会議室

１１ 開開会会

２２ 挨挨拶拶

３３ 議議事事

  
（（１１））報報告告第第１１号号  

令令和和元元年年度度三三重重県県ヤヤンンググククララブブババレレーーボボーールル連連盟盟事事業業報報告告  
ににつついいてて  

  
（（２２））報報告告第第２２号号  

令令和和２２年年度度三三重重県県ヤヤンンググククララブブババレレーーボボーールル連連盟盟事事業業報報告告  
ににつついいてて  

  
（（３３））報報告告第第３３号号

令令和和元元年年度度三三重重県県ヤヤンンググククララブブババレレーーボボーールル連連盟盟会会計計報報告告

（（決決算算））ににつついいてて

（（４４））報報告告第第４４号号

令令和和２２年年度度三三重重県県ヤヤンンググククララブブババレレーーボボーールル連連盟盟会会計計報報告告

（（決決算算））ににつついいてて

（（５５））議議案案第第１１号号  
三三重重県県ヤヤンンググククララブブババレレーーボボーールル連連盟盟役役員員ににつついいてて  

（（６６））議議案案第第２２号号

令令和和３３年年度度三三重重県県ヤヤンンググククララブブババレレーーボボーールル連連盟盟事事業業計計画画

（（案案））ににつついいてて

（（７７））議議案案第第３３号号

令令和和３３年年度度三三重重県県ヤヤンンググククララブブババレレーーボボーールル連連盟盟会会計計予予算算

（（案案））ににつついいてて

４４ そそのの他他

５５ 閉閉会会



報告第１号

令和元年度 三重県ヤングクラブバレーボール連盟事業報告

事業名 事業の内容

１１ 競競技技関関係係

第 回日硝ハイウエー杯・三重県ヤ

ングクラブバレーボール選手権大会

兼 ジャパンヤングクラブカップ

第 回全国ヤングバレーボールクラ

ブ男女優勝大会三重県予選会

令和元年度 天皇・皇后杯 全日本バ

レーボールクラブ選手権大会 三重

ブロックラウンド

第 回全国ヤングバレーボールクラ

ブ男女優勝大会

第 回三重県ヤングクラブバレーボ

ール交流大会

第 回三重県ヤングクラブバレーボ

ール交流大会

月日： 令和元年６月 （日）

会場： 津市立西郊中学校体育館

鈴鹿享栄学園鈴鹿高等学校体育館

種別： Ｕ－１４男子・女子

Ｕ－１９男子・女子

主催： 三重県バレーボール協会

三重県ヤングクラブバレーボール連盟

主管： 三重県ヤングクラブバレーボール連盟

後援： 三重県 津市 鈴鹿市教育委員会

協賛： 株式会社日硝ハイウエー

株式会社ミカサ

株式会社モルテン

有限会社辻井スポーツ

クンエー有限会社

月日： 令和元年７月７日（日）

会場： 男子 三重交通 スポーツの杜鈴鹿

女子 サオリーナ（サブ）

主催： 三重県バレーボール協会

月日： 令和元年９月 日（土）・ 日（日）

※代表者会議９月 日（金）

会場： 大阪府立門真スポーツセンター（ラクタブド

ーム）、大阪府立体育館（エディオンアリーナ）

主催： 公財 日本バレーボール協会

日本ヤングクラブバレーボール連盟

主管： 第 回全国ヤングバレーボールクラブ男女優

勝大会実行委員会、大阪府バレーボール協会

月日： 令和元年 月１日（日）

会場： パナソニック㈱エコソリューションズ社津工

場体育館

主催： 三重県ヤングクラブバレーボール連盟

主管： 三重県ヤングクラブバレーボール連盟

後援： 津市

協賛： 株式会社ミカサ

株式会社モルテン

有限会社辻井スポーツ

クンエー有限会社

カテゴリー： 〔Ｕ－１９男子〕〔Ｕ－１９女子〕

月日： 令和元年 月 日（ ）

会場：

１



２２ 審審判判関関係係

全国ヤング予選での事前説明会

強化練習会での審判技術研修

交流大会での審判技術研修

他連盟主管の審判派遣協力

主催：

主管：

後援：

協賛：

カテゴリー： 〔Ｕ－１４男子〕〔Ｕ－１４女子〕

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により

交流大会（Ｕ １４）中止を決定しました。

月日： 令和元年６月９日（日）

会場： 菰野町町民センター 第１会議室

内容： 第 回選手権大会の抽選会及び事前説明会に

併せて、令和元年度のルール改正について参

加チームに説明し、周知徹底を図った。

月日： 令和元年９月４日（水）

会場： 鈴鹿享栄学園鈴鹿高等学校体育館（女子）

内容： 全国ヤング出場チームの女子指導者を対象に

審判の技術研修、指導を行った。

月日： 令和元年９月５日（木）

会場： 東員町立東員第一中学校体育館（男子）

内容： 全国ヤング出場チームの男子指導者を対に審

判の技術研修、指導を行った。

月日： 令和元年 月１日（日）（Ｕ－１９）

会場： パナソニック㈱エコソリューションズ社津工

場体育館

内容： 実践形式の試合で審判技術の講習を行った。

※ 【Ｕ １４】交流大会中止

下記の大会に所属審判員が派遣協力した。

月日： 令和元年４月 日（土） 日（日）

大会名： 三重県高等学校 春季大会

会場： 海星高校、桑名工業高校、四日市商業高校、

四日市西高校、津高校

主催： 三重県高等学校体育連盟

月日： 令和元年５月 日（金）～６月２日（日）

大会名： 三重県高等学校総合体育大会

会場： 安濃中央総合公園内体育館 など

主催： 三重県高等学校体育連盟

月日： 令和元年６月２日（日）

大会名： 中部日本６人制総合男女選手権大会

会場： 伊賀市民体育館

２



３３ 強強化化関関係係

主催： 三重県バレーボール協会

月日： 令和元年６月８日（土）９日 日

大会名： 三重県中学生 選手権大会

会場： 三重交通Ｇスポーツの杜伊勢体育館

主催： 三重県中学校体育連盟

三重県バレーボール協会

月日： 令和元年７月７日（日）

大会名： 天皇杯皇后杯（三重県ラウンド）

会場： 三重交通 スポーツの杜鈴鹿（男子）

サオリーナ サブ体育館（女子）

主催： 三重県バレーボール協会

月日： 令和元年７月 日（土） 日（日）

大会名： 三重県中学校総合体育大会

会場： 三重交通 スポーツの杜伊勢

主催： 三重県中学校体育連盟

月日： 令和元年８月９日（土） 日（日）

大会名： 東海中学校総合体育大会 大会

会場： 三重交通Ｇスポーツの杜伊勢体育館

主催： 三重県バレーボール協会

月日： 令和元年 月９日（土） 日（日） 日（日）

大会名： 春の高校バレー三重県代表決定戦

会場： 松阪工業高校、伊勢工業高校、伊勢高校、松

阪商業高校 ほか

主催： 三重県高等学校体育連盟

月日： 令和２年１月 日（土） 日（日）

大会名： 三重県中学生 新人大会

会場： サオリーナ ほか

主催： 三重県中学校体育連盟

月日： 令和２年２月８日（土）９日（日）

大会名： 三重県高等学校ＶＢ新人大会

会場： 松阪・南勢地区高校体育館

主催： 三重県高等学校体育連盟

月日： 令和元年 月～令和２年３月

大会名：Ｖリーグ １、 ２、 ３

会場： サオリーナ、四日市中央緑地、川越町総合体

育館 ほか

主催： 三重県バレーボール協会（Ｖリーグ機構）

三重県ヤングクラブバレーボール連盟の普及および

強化の観点から下記の大会にチームを派遣した。

３



大会へのチーム派遣

全国大会に向けた強化練習会

４４ 総総務務関関係係

組織強化

情報収集及び提供（発信）

月日： 令和元年７月７日（日）

大会名：令和元年度 天皇・皇后杯 全日本バレーボー

ルクラブ選手権大会 三重ブロックラウンド

会場： 三重交通 スポーツの杜鈴鹿体育館（男子）

サオリーナ サブ体育館（女子）

月日： 令和元年９月４日（水）

会場： 鈴鹿享栄学園鈴鹿高等学校体育館

内容： 全国ヤング出場の女子チームを中心に強化練

習会及び全国大会に向けた打ち合わせ等を行

った。

月日： 令和元年９月５日（木）

会場： 東員町立東員第一中学校体育館

内容： 全国ヤング出場の男子チームを中心に強化練

習会及び全国大会に向けた打ち合わせ等を行

った。

常任理事会を定期的に開催し、三重県ヤングクラブ

バレーボール連盟に関することや大会の開催、競技要

項の確認等について情報共有しながら三重県ヤングク

ラブバレーボール連盟の普及発展に努めた。

三重県バレーボール協会理事会及び各委員会等に出

席し、情報収集した内容を常任理事会で報告ならびに

常任理事と意見交換しながら三重ヤングクラブバレー

ボール連盟の目指すべき方向に向けて、共通認識を図

った。また、ホームページやメールを通じて三重県ヤ

ングクラブバレーボール連盟の情報を発信した。

令和３年５月１５日提出

三重県ヤングクラブバレーボール連盟

会長（兼）理事長 高 柳 裕

４



報告第２号

令和２年度 三重県ヤングクラブバレーボール連盟事業報告

事業名 事業の内容

１１ 競競技技関関係係

第 回日硝ハイウエー杯・三重県ヤ

ングクラブバレーボール選手権大会

兼 ジャパンヤングクラブカップ

第 回全国ヤングバレーボールクラ

ブ男女優勝大会三重県予選会

令和２年度 天皇・皇后杯 全日本バ

レーボールクラブ選手権大会 三重

ブロックラウンド

第 回全国ヤングバレーボールクラ

ブ男女優勝大会

第 回三重県ヤングクラブバレーボ

ール交流大会

第 回三重県ヤングクラブバレーボ

ール交流大会

月日： 令和２年 月 日（ ）

会場：

種別： Ｕ－１４男子・女子

Ｕ－１９男子・女子

主催：

主管：

後援：

協賛：

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により

全国大会三重県予選中止を決定しました。

月日： 令和２年 月 日（ ）

会場：

主催：

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により

天皇・皇后杯三重県予選中止を決定しました。

月日： 令和２年 月 日（ ）・ 日（ ）

※代表者会議 月 日（ ）

会場：

主催：

主管：

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により

全国大会中止を決定しました。

月日： 令和２年 月 日（ ）

会場：

主催：

主管：

後援：

協賛：

カテゴリー： 〔Ｕ－１９男子〕〔Ｕ－１９女子〕

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により

交流大会（Ｕ－１９）中止を決定しました。

月日： 令和元年 月 日（ ）

会場：

主催：

主管：

５



２２ 審審判判関関係係

全国ヤング予選での事前説明会

強化練習会での審判技術研修

交流大会での審判技術研修

他連盟主管の審判派遣協力

後援：

協賛：

カテゴリー： 〔Ｕ－１４男子〕〔Ｕ－１４女子〕

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により

交流大会（Ｕ－１４）中止を決定しました。

月日： 令和２年 月 日（ ）

会場：

内容：

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中

止

月日： 令和２年 月 日（ ）

会場：

内容：

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中

止

月日： 令和２年 月 日（ ）

会場：

内容：

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中

止

月日： 令和２年 月 日（ ）（Ｕ－１９）

会場：

内容：

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中

止

月日： 令和３年 月 日（ ）（Ｕ－１４）

会場：

内容：

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中

止

下記の大会に所属審判員が派遣協力した。

月日： 令和２年 月７日（土）８日（日） 日（日）

大会名： 春の高校バレー三重県代表決定戦

会場： 松阪工業高校・桑名工業高校・四日市農芸高

校・菰野高校 ほか

６



３３ 強強化化関関係係

大会へのチーム派遣

全国大会に向けた強化練習会

主催： 三重県高等学校体育連盟

月日： 令和２年 月～令和３年３月

大会名：Ｖリーグ １、 ２

会場： サオリーナ、四日市総合体育館、久居総合体

育館 ほか

主管： 三重県バレーボール協会（Ｖリーグ機構）

月日： 令和２年３月 日（日） 日（土） 日（日）

大会名： 三重県高等学校ＶＢ新人大会

会場： 松阪工業高校・四日市西高校・津工業高校・

久居高校・明野高校 ほか

主催： 三重県高等学校体育連盟

月日： 令和２年３月 日（土） 日（日）

大会名： 三重県中学校ＶＢ新人大会

会場： 三重交通 スポーツの杜伊勢

主催： 三重県中学校体育連盟

三重県ヤングクラブバレーボール連盟の普及および

強化の観点から下記の大会にチームを派遣した。

月日： 令和２年 月 日（ ）

大会名：令和２年度 天皇・皇后杯 全日本バレーボー

ルクラブ選手権大会 三重ブロックラウンド

会場：

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中

止

月日： 令和２年 月 日（ ）

会場：

内容： 全国ヤング出場の女子チームを中心に強化練

習会及び全国大会に向けた打ち合わせ等を行

った。

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中

止

月日： 令和２年 月 日（ ）

会場：

内容： 全国ヤング出場の男子チームを中心に強化練

習会及び全国大会に向けた打ち合わせ等を行

った。

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中

止

７



４４ 総総務務関関係係

組織強化

情報収集及び提供（発信）

常任理事会を定期的に開催し、三重県ヤングクラブ

バレーボール連盟に関することや大会の開催、競技要

項の確認等について情報共有しながら三重県ヤングク

ラブバレーボール連盟の普及発展に努めた。

三重県バレーボール協会理事会及び各委員会等に出

席し、情報収集した内容を常任理事会で報告ならびに

常任理事と意見交換しながら三重ヤングクラブバレー

ボール連盟の目指すべき方向に向けて、共通認識を図

った。また、ホームページやメールを通じて三重県ヤ

ングクラブバレーボール連盟の情報を発信した。

令和３年５月１５日提出

三重県ヤングクラブバレーボール連盟

会長（兼）理事長 高 柳 裕

８



報告第３号

(単位:円)

摘要 予算金額 決算金額 差引残高

登録料

県協会登録料 7000円/チーム×14チーム　　　＋1チーム

ヤング連盟登録料 8000円/チーム×14チーム　　　＋1チーム

大会参加料 △△  111122,,000000

三重県予選大会 5000円/チーム×14チーム　　　＋1チーム

交流大会　Ｕ-19 3000円/チーム× 4チーム　　　－4チーム △ 12,000

交流大会　Ｕ-14 3000円/チーム× 0チーム　　　 大会中止 △ 105,000

雑収入 △△  3344,,229966

企業・団体等協賛金 5,000円/1口/社×2

個人登録料 三重県バレーボール協会個人登録料 △ 29,100

その他 プログラム売上100円×48冊・普通預金利息 △ 5,196

△△  113311,,229966

収収入入合合計計 △△  113311,,229966

(単位:円)

摘要 予算金額 決算金額 差引残高

食料費 △△  6677,,335544

三重県予選大会 昼食弁当・お茶・お菓子ほか

交流大会　Ｕ-19 昼食弁当・お茶・お菓子ほか △ 6,310

交流大会　Ｕ-14 大会中止 △ 20,000

その他 総会 △ 50,487

会場借上料 △△  115533,,440000

三重県予選大会 鈴鹿高校・西効中学校 △ 10,000

交流大会　Ｕ-19 パナソニック㈱エコソリューションズ社津工場体育館 △ 15,000

交流大会　Ｕ-14 大会中止 △ 130,000

その他 菰野町民センター（総会・理事会）

交際費

その他 生花代/連盟理事藤田様ご尊父様・ご令兄様

会費 県協会新年会費２名分

旅費交通費 △△  3399,,117700

三重県予選大会 派遣審判員２名・交通費 △ 6,670

全国大会 全国大会役員視察（大阪往復） △ 14,000

交流大会　Ｕ-19 派遣審判員１名 △ 8,500

交流大会　Ｕ-14 大会中止 △ 10,000

通信費 △△  227700

連盟ホームページ 連盟ホームページプロバイダー料金（年間） △ 457

その他 郵送料ほか

印刷製本代 △△  3388,,881122

三重県予選大会 大会プログラム印刷280冊・コピー代 △ 688

交流大会　Ｕ-19 大会プログラム用紙代・表彰状４枚外注印刷代 △ 12,224

交流大会　Ｕ-14 大会中止 △ 30,000

その他 総会資料コピー代

消耗品費 △△  111155,,447700

三重県予選大会 ラインテープ・レプリカ △ 55,902

交流大会　Ｕ-19 △ 30,000

交流大会　Ｕ-14 大会中止 △ 30,000

その他 紐ほか備品

支払手数料 △△  11,,335522

振込料 振込手数料２件分 △ 352

その他 △ 1,000

7000円/チーム×14チーム　三重県バレーボール協会

負担金 連盟選抜大会 天皇杯・皇后杯選手権大会参加負担金Ｕ－１９男女チーム

△△  440055,,000000

当当期期支支出出合合計計 △△  779922,,222288

当当期期収収入入合合計計

県協会登録料

予備費

科目

支支出出のの部部

科目

平平成成3311（（令令和和元元））年年度度    決決  算算  報報  告告  書書

収収入入のの部部

三重県ヤングクラブバレーボール連盟

前年度繰越金

９
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報告第４号

(単位:円)

摘要 予算金額 決算金額 差引残高

登録料 △△221100,,000000

県協会登録料 7000円/チーム×0チーム　　　　大会中止 △98,000

ヤング連盟登録料 8000円/チーム×0チーム　　　　大会中止 △112,000

大会参加料 △△118877,,000000

三重県予選大会 5000円/チーム×0チーム　　　　大会中止 △70,000

交流大会　Ｕ-19 3000円/チーム×0チーム　　　　大会中止 △12,000

交流大会　Ｕ-14 3000円/チーム×0チーム　　　　大会中止 △105,000

雑収入 △△4499,,999966

企業・団体等協賛金 5,000円/1口/社×0 △10,000

個人登録料 三重県バレーボール協会個人登録料 △80,000

その他 県協会コロナ対策費・普通預金利息

当当期期収収入入合合計計 △△444466,,999966

収収入入合合計計 △△444466,,999966

(単位:円)

摘要 予算金額 決算金額 差引残高

食料費 △△111100,,770022

三重県予選大会 大会中止 △20,000

交流大会　Ｕ-19 大会中止 △20,000

交流大会　Ｕ-14 大会中止 △20,000

その他 連盟理事会 △50,702

会場借上料 △△116699,,220000

三重県予選大会 大会中止 △20,000

交流大会　Ｕ-19 大会中止 △20,000

交流大会　Ｕ-14 大会中止 △130,000

その他 菰野町民センター（連盟理事会）

交際費

その他 生花代・香典（連盟理事伊藤様ご母堂様・連盟名誉会長片岡様）

会費 県協会新年会未開催 △14,000

旅費交通費 △△4444,,000000

三重県予選大会 大会中止 △10,000

全国大会 大会中止 △14,000

交流大会　Ｕ-19 大会中止 △10,000

交流大会　Ｕ-14 大会中止 △10,000

通信費

連盟ホームページ 連盟ホームページプロバイダー料金（年間）

その他 郵送料ほか △916

印刷製本代 △△7711,,000000

三重県予選大会 大会中止 △25,000

交流大会　Ｕ-19 大会中止 △15,000

交流大会　Ｕ-14 大会中止 △30,000

その他 総会中止 △1,000

消耗品費 △△116600,,000000

三重県予選大会 大会中止 △100,000

交流大会　Ｕ-19 大会中止 △30,000

交流大会　Ｕ-14 大会中止 △30,000

支払手数料 △△11,,667700

振込料 振込手数料 △670

その他 △1,000

全大会中止の為登録なし △△9988,,000000

負担金 連盟選抜大会 大会中止 △△1100,,000000

△△447755,,000000

当当期期支支出出合合計計 △△11,,112200,,229988

予備費

科目

支支出出のの部部

科目

令令和和２２年年度度  決決  算算  報報  告告  書書  

収収入入のの部部

三重県ヤングクラブバレーボール連盟

前年度繰越金

県協会登録料
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議案第１号 

三三重重県県ヤヤンンググククララブブババレレーーボボーールル連連盟盟役役員員一一覧覧

（（令令和和３３年年度度・・令令和和４４年年度度））

顧 問 尾崎 司 顧 問 小宮 伸介（新）

顧 問 杉本 健司 顧 問 田牧 明浩

顧 問 武者 政幸（新） 顧 問 和田 幹雄

参 与 大西 正展 参 与 角谷 修

参 与 田端 則男 参 与 辻井 良孝

参 与 中村 純一郎 参 与 野口 長一

参 与 橋本 雅司 参 与 三浦 孝文

名誉会長 故 片岡 康行

会 長 高柳 裕 （理事長兼任）

副 会 長 大西 正人 副 会 長 石井 雅子

理理 事事 長長 高高柳柳 裕裕

副副理理事事長長 坂坂井井 華華津津子子

総総務務委委員員長長 伊伊藤藤 雅雅己己

総務委員 野口 悦子

組織・経営統括マネージャー 川邊 充弘

組織・経営統括委員 中尾 聡 組織・経営統括委員 山口 太一

経経理理委委員員長長 三三林林 幸幸（新）

競競技技委委員員長長 五五嶋嶋 佐佐知知子子（新）

競技委員 坂上 雅明 競技委員 星野 昌文

審審判判委委員員長長 川川﨑﨑 忍忍

審判委員 大木 香蓮 審判委員 野口 恒太朗

審判委員 山内 涼馬 審判委員 山中 美幸

審判委員 山本 健太

強強化化委委員員長長 北北岡岡 和和浩浩

強化委員 新 友宏 強化委員 亀田 吉彦

指指導導普普及及委委員員長長 藤藤田田 和和宣宣

監 事 福森 稔 監 事 日置 昌久

【 任 期：２年、各各委委員員長長 太太字字 は常任理事に就任 】
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議案第２号

令和３年度 三重県ヤングクラブバレーボール連盟事業計画（案）

事業名 事業の内容

１１ 競競技技関関係係

第 回 日硝ハイウエー杯・三重県

ヤングクラブバレーボール選手権大

会 兼 ジャパンヤングクラブカップ

第 回全国ヤングバレーボールクラ

ブ男女優勝大会三重県予選会

令和３年度 天皇・皇后杯 全日本バ

レーボールクラブ選手権大会 三重

県ブロックラウンド

第 回全国ヤングバレーボールクラ

ブ男女優勝大会

第 回三重県ヤングクラブバレーボ

ール交流大会

月日： 令和３年５月 （日）

会場： 菰野町民体育センター

種別： Ｕ－１４男子・女子

主催： 三重県バレーボール協会

三重県ヤングクラブバレーボール連盟

主管： 三重県ヤングクラブバレーボール連盟

後援： 三重県 三重県教育委員会 菰野町教育委

員会

協賛： 株式会社日硝ハイウエー

株式会社ミカサ

株式会社モルテン

有限会社辻井スポーツ

クンエー有限会社

服部スポーツ桑名店

松阪市民病院呼吸器センター

※ Ｕ－１９の部は未定

月日： 令和３年７月 日（日）

会場： 鈴鹿体育館

主催： 三重県バレーボール協会

月日： 令和３年９月 日（土）・ 日（日）

※代表者会議９月 日（金）

会場： ラクタブドーム（なみはやドーム）・岸和田市

総合体育館・パナソニックアリーナ

主催： （公財）日本バレーボール協会

日本ヤングクラブバレーボール連盟

主管： 第 回全国ヤングバレーボールクラブ男女優

勝大会実行委員会、大阪府バレーボール協会

月日： 令和３年 月５日（日）

会場： ※未定※

主催： 三重県ヤングクラブバレーボール連盟

主管： 三重県ヤングクラブバレーボール連盟

後援： （未定）

協賛： 株式会社ミカサ／株式会社モルテン

有限会社辻井スポーツ／クンエー有限会社

服部スポーツ桑名店／松阪市民病院呼吸器セ

ンター

カテゴリー： 〔Ｕ－１９男子〕〔Ｕ－１９女子〕
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第 回三重県ヤングクラブバレーボ

ール交流大会

２２ 審審判判関関係係

三重県ヤングクラブバレーボール連

盟審判講習会（ 回目）

強化練習会での審判技術研修

交流大会での審判技術研修

全国ヤングバレーボールクラブ男女

優勝大会への審判派遣協力

他連盟主管の審判派遣協力

月日： 令和３年３月 日（日）

会場： ※未定※

主催： 三重県ヤングクラブバレーボール連盟

主管： 三重県ヤングクラブバレーボール連盟

後援： （未定）

協賛： 株式会社ミカサ／株式会社モルテン

有限会社辻井スポーツ／クンエー有限会社

服部スポーツ桑名店／松阪市民病院呼吸器セ

ンター

カテゴリー： 〔Ｕ－１４男子〕〔Ｕ－１４女子〕

月日： 令和３年５月 日（土）

会場： 菰野町町民センター 第１会議室

内容： 第 回選手権大会の抽選会及び事前説明会に

併せて、 年度の取扱いルールについて説

明し参加チームに周知徹底を行う

月日： 令和３年９月 日（ ）※未定※

会場： ※未定※（男子）

内容： 全国ヤング出場チームの男子指導者を対象に

審判の技術研修、指導を行う

月日： 令和３年９月 日（ ）※未定※

会場： ※未定※（女子）

内容： 全国ヤング出場チームの女子指導者を対象に

審判の技術研修、指導を行う

月日： 令和３年 月５日（日）（Ｕ－１９）

会場： ※未定※

内容： 実践形式の試合で審判技術の講習を行う

月日： 令和４年３月 日（日）（Ｕ－１４）

会場： ※未定※

内容： 実践形式の試合で審判技術の講習を行う

派遣予定なし

下記の大会に所属審判員が派遣協力する予定。

月日： 令和３年４月 日（土） 日（日）

大会名： 三重県高等学校 春季大会

会場： 桑名工業高校・津西高校・松阪工業高校・四

日市高校 ほか

主催： 三重県高等学校体育連盟

月日： 令和３年５月４日（火）・５日（水）

大会名： Ｖリーグチャレンジマッチ（入替戦）
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会場： サンアリーナ

主催： （一社）Ｖリーグ機構

月日： 令和３年５月 日（金）～５月 日（日）

大会名： 三重県高等学校総合体育大会

会場： 中勢地区高校体育館

主催： 三重県高等学校体育連盟

月日： 令和３年６月 日（土）・ 日（日）

大会名： 三重県中学生 選手権大会

会場： 三重交通 スポーツの杜伊勢

主催： 三重県中学校体育連盟

三重県バレーボール協会

月日： 令和３年６月 日（土）・ 日（日）

大会名： 東海高等学校総合体育大会 競技

会場： ＡＧＦ鈴鹿体育館

主催： 東海高等学校体育連盟

三重県高等学校体育連盟

月日： 令和３年７月 日（日）

大会名： 令和３年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレー

ボールクラブ選手権大会 三重県ブロック

ラウンド

会場： ＡＧＦ鈴鹿体育館

主催： 三重県バレーボール協会

月日： 令和３年８月６日（土）・７日（日）

大会名： 東海中学校総合体育大会 競技

会場： 三重県営サンアリーナ

主催： 東海中学校体育連盟

三重県中学校体育連盟

月日： 令和３年 月１日（金）～４日（月）

大会名： 国民体育大会

会場： サオリーナ ほか

主催： 日本バレーボール協会

三重県バレーボール協会

月日： 令和３年 月 日（土） 日（日） 日（日）

大会名： 春の高校バレー三重県代表決定戦

会場： 北勢地区・中勢地区高校体育館

主催： 三重県高等学校体育連盟

月日： 令和３年１月 日（土） 日（日）

大会名： 三重県中学校ＶＢ新人大会

会場： 中勢地区

主催： 三重県中学校体育連盟

月日： 令和３年２月 日（土） 日（日）

大会名： 三重県高等学校ＶＢ新人大会
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３３ 強強化化関関係係

チームの派遣

全国大会に向けた強化練習会

４４ 総総務務関関係係

組織強化

情報収集及び提供（発信）

会場： 中勢地区・南勢地区高校体育館

主催： 三重県高等学校体育連盟

月日： 令和３年 月～令和４年３月

大会名：Ｖリーグ １、 ２、 ３

会場： ※未定※

主管： 三重県バレーボール協会（Ｖリーグ機構）

三重県ヤングクラブバレーボール連盟の普及および

強化の観点から下記の大会にチームを派遣する。

大会名： 令和３年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレー

ボールクラブ選手権大会 三重県ブロック

ラウンド

月日： 令和３年７月 日（日）

会場： ＡＧＦ鈴鹿体育館

月日： 令和３年９月 日（ ） （男子）

会場： ※未定※

内容： 全国ヤング出場の男子チームを中心に強化練

習会及び全国大会に向けた打ち合わせ等を行

う

月日： 令和３年９月 日（ ） （女子）

会場： ※未定※

内容： 全国ヤング出場の女子チームを中心に強化練

習会及び全国大会に向けた打ち合わせ等を行

う

常任理事会を定期的に開催し、三重県ヤングクラブ

バレーボール連盟に関することや大会の開催、競技要

項の確認等について情報共有しながら三重県ヤングク

ラブバレーボール連盟の普及発展に努める。

三重県バレーボール協会理事会及び各委員会等に出

席し、情報収集した内容を常任理事会で報告ならびに

常任理事と意見交換しながら三重ヤングクラブバレー

ボール連盟の目指すべき方向に向けて、共通認識を図

る。また、ホームページやメールを通じて三重県ヤン

グクラブバレーボール連盟の情報を発信する。

令和３年５月１５日提出

三重県ヤングクラブバレーボール連盟

会長（兼）理事長 高 柳 裕 
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議案第３号

(単位:円)

摘要 本年度予算 前年度予算 比較増減

登録料

県協会登録料 7000円/チーム×14チーム

ヤング連盟登録料 8000円/チーム×14チーム

大会参加料

三重県予選大会 5000円/チーム×14チーム

交流大会　Ｕ-19 3000円/チーム×4チーム

交流大会　Ｕ-14 3000円/チーム×35チーム

雑収入

企業・団体等協賛金 5000円/1口/社×2社

個人登録料 三重県バレーボール協会個人登録料

その他 プログラム売上

当当年年度度収収入入合合計計

前年度繰越金

収収入入合合計計

(単位:円)

摘要 本年度予算 前年度予算 比較増減

食料費

三重県予選大会 昼食弁当・お茶・お菓子ほか

交流大会　Ｕ-19 昼食弁当・お茶・お菓子ほか
交流大会　Ｕ-14 昼食弁当・お茶・お菓子ほか
その他 連盟役員懇親会・総会・理事会議等飲食代

会場借上料 △△  5500,,000000

三重県予選大会
交流大会　Ｕ-19
交流大会　Ｕ-14 △ 50,000
その他 強化練習会ほか

広告宣伝費

協賛広告料金
その他

交際費

その他
会費 県協会新年会費

旅費交通費

三重県予選大会 派遣審判員・救護員日当1,500円/人・遠方高速代等
全国大会 全国大会役員視察　大阪往復2名分
交流大会　Ｕ-19 派遣審判員・救護員日当1500円/人・遠方高速代等
交流大会　Ｕ-14 派遣審判員・救護員日当1500円/人・遠方高速代等
その他

通信費

連盟ホームページ 連盟ホームページプロバイダ料金（年間）
その他 全国大会一次申込書類簡易書留料金ほか

印刷製本代

三重県予選大会 プログラム外注印刷依頼
交流大会　Ｕ-19 プログラム外注印刷依頼
交流大会　Ｕ-14 プログラム外注印刷依頼
その他 会議資料コピー代ほか

消耗品費

三重県予選大会 新ボール・ラインテープ・賞状・レプリカほか
交流大会　Ｕ-19 ラインテープ・賞状・レプリカほか
交流大会　Ｕ-14 ラインテープ・賞状・レプリカほか
その他

衛生管理費

三重県予選大会 消毒用アルコール・感染対策用備品類ほか
交流大会　Ｕ－１９ 消毒用アルコール・感染対策用備品類ほか
交流大会　Ｕ－１４ 消毒用アルコール・感染対策用備品類ほか
その他 消毒用アルコール・感染対策用備品類ほか

支払手数料 △△  11,,000000

その他 連盟ホームページプロバイダ請求書発行手数料 △ 1,000
振込料

県協会登録料

県協会登録料 7000円/チーム×14チーム
その他

負担金

連盟選抜大会 天皇杯・皇后杯選手権大会参加負担金Ｕ－１９男女チーム
その他

当当年年度度支支出出合合計計

　経理委員長　　三林　幸　

予備費

科目

支支出出のの部部

科目

令令和和３３年年度度    会会  計計  予予  算算  （（案案））

収収入入のの部部

三重県ヤングクラブバレーボール連盟
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