栃木県中学校春季体育大会バレーボール競技

代表者会議

＊協会チーム登録料徴収（領収書発行済） ＊参加申込書提出（地区ごと）
＊県中体連第２弾 T シャツ代徴収（集まっていれば）
１

H29.5.25 於姿川中

＊代表者会旅費支給

専門部長あいさつ

２ 春季体育大会について
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…陽南 準優勝…宮の原
女子 優勝…瑞穂野 準優勝…陽東
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
＊平成２８年度新人結果
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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 AED の場所 温度計・湿度計（熱中症対策） 館内巡視体制 結果の掲示と記入
※応援している生徒・保護者の移動はしない。（安全面を考慮して）
・アリーナたぬま（会場責任者 姿川中 上野）１日目開会式行う。
８：００会場準備。８：３０受付。準備終了後開会式。開会式後１５分後、第１試合開始。
１日目 17:00 まで。 ２日目 A,B コート 17:00 まで。C,D コート 19:00 まで。会議室 17:00 まで。
【女子】

・鹿沼フォレストアリーナ（会場責任者 北犬飼中 荻原）
メインアリーナ 8:00～19:00 サブアリーナ 8:00～18:00 ※メイン、サブともに 19:00～一般利用あり
上下白帯付きネット＆アンテナは器具室にあるものを使用。メイン、サブ同時に放送が入る。
選手控え室は２部屋利用可能。（一部屋は本部、一部屋は保健室として利用）
１日目開会式行わない。８時開場。準備終了後、第１試合のチームのみ練習。
８時２０分受付。８時３０分監督打合せ。９時試合開始予定。（８：４９プロトコル）
朝の入場時は、正面玄関のみ。県春季サッカー大会が自然の森サッカー場で開催される。
駐車場の混雑が予想されるので、駐車場係りを配置する。（誘導灯は北犬飼中のものを使用）
エアロビクス教室、幼児体育室、トレーニング室利用者あり。 館内コンセントは使用禁止。
安全確保、避難経路確保のため、館内ランニングコースにシートを敷くことや折り畳み式テーブルを
使用することは禁止。 AED は受付にあります。駐車場に限りがあるので、各チーム１０台以内。バスは
回送すること。免許センターの駐車場は駐車禁止。
Ｄコートの顧問の先生は、コート設営の時にラインテープを貼ること。

⑥審判部から
・審判
アリーナたぬま ０人 鹿沼 １人 ２日目 ２０人
⑦委嘱状について
・役員
アリーナたぬま ０人 鹿沼 ５人 ２日目 １０人
⑧養護教諭の派遣について アリーナたぬま
鹿沼
２日目
３ 協議，連絡事項
①第 1 回強化練習会について
（３年男子…姿川中 ３年女子…益子中 U13,14 男子…壬生中 U13,14 女子…各地区）
・３年生保護者への説明（JOC カップに向けて）・U13,14 の趣旨説明（男子は県大会開会式の時に行う）
②合同チームについて（詳細は県中体連要覧参照）
・あくまで少人数のチームにも大会出場の機会を与えるという趣旨
・新人…同地区内で競技人数を下回っているチーム同士の合同が最優先
③外部コーチについて（詳細は県中体連要覧参照）
・当該校長が認めた者 ・成人であること ・中学校の教職員は外部コーチとして認めない
④ＪＶＡチーム，個人登録（MRS）について
⑤ＶーＴＯＣＨＩＧＩについて 県総体の各校の選手一覧、写真データ、入賞チーム写真データ
各校の購入希望冊数のまとめ
H29 県大会申込書一部変更。1 チーム 1 ページで作成。
1 年、2 年、3 年のチーム写真と紹介文を入れる。
フォルダ名を学校名にして、地区ごとに集める。
⑥平成 29 年度第 52 回関東中学校バレーボール大会群馬大会について（案）
・８／１（火）組合せ抽選会
８／６（日）～８（火）本大会
・ア Ｅ-mail による大会参加申込書 平成２９年７月３１日(月) １７：００必着
イ 書面による参加申し込み
平成２９年８月１日(火) １２：００必着
・上記アとイを姿川中上野までメール（yyqmt325@yahoo.co.jp）と FAX（028-684-3026）で送ること
（県中体連事務局報告用）（７／３１必着）
⑦平成 29 年度第 47 回全日本中学校バレーボール選手権宮崎大会について
・８／２２（火）～２５（金）
・ブロック大会に出場したチーム全ては、E-mail による大会参加申込書を送信すること（申込８月３日まで）
全国大会要項に記載あり。
⑧第 31 回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 について
・ルール変更について
⑨第 8 回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会について
7/30（日）8:30～12:00 ビーチバレー講習会 ふれあいビーチ
8/13（日）～14（月） 湘南・藤沢市
⑩第 77 回国体対策選手強化事業 平成 28 年度アドバイザリーコーチ招へい事業について
講師 足立区立渕江中学校 日笠智之先生 全日本中学選抜男子監督 平成 26 年度全中高知大会優勝など。
9/10（日）渕江中 JOC 男子
11/23（木）姿川中 U13U14 男子強化練習
⑪危機管理マニュアルについて
⑫その他
・中学校区の練習会の実施を。１００％実施を目指す。
・日体協公認スポーツ指導員養成講習会について
申し込みは、日体協ＨＰからＷＥＢ上で申し込む。先着順。申し込みができなかった場合、要相談。

４

閉会

