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令和２年度川崎市バレーボール協会総会について 

 

日頃より川崎市バレーボール協会活動に際し、ご協力を頂き感謝申し上げます。 

さて、先日ご連絡致しました通り、令和２年度の総会に関しては、新型コロナ肺炎感染拡大防

止の点から、書面にての会議に変更いたしました。疑義に関してはメールににて返信して下さ

い。疑義については理事会にて決議して、後日掲載いたします。なお、期間については 4 月 7

日までとし、疑義などがない場合は承認されたものと致します。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先         

 

川崎市バレーボール協会事務局 

川崎市立橘高等学校定時制内 

松本 博臣 

Kawasakivolley2006@nifty.com 



事       業       名 開 　   催     期     日 会        場 参加人数

1 ねんりんピック説明会 ２月５日（水） 川崎市役所 ３名

2 令和元年度会計監査 ３月２２日（月） 橘高校 ３名

3 第３回理事会（書面理事会） ３月２７日（木） 橘高校 １８名

4 総会準備（総務） ３月２８日(金） 橘高校 ２名

5 令和元年度総会（書面総会） ３月２９日(土） 橘高校 名

6 総務委員会（ＰＣ調整作業） ７月４日（土） 宮前区内 ２名

7 令和２年度第１回常任理事会 ８月５日（水） 橘高校 １２名

8 Vプレミアホームゲーム（NEC) １０月２４日（土）２５日（日） とどろきアリーナ 約１０００名

9 Vプレミアホームゲーム（NEC) １２月４日（土）５日（日） とどろきアリーナ 約１０００名

10 Vチャレホームゲーム（富士通) １１月１４日（土）１１月１５日（日） カルッツかわさき 約２００名

11 Vチャレホームゲーム（富士通) ２月６日（土）７日（日） カルッツかわさき 約２００名

12 Vチャレホームゲーム（富士通) ２月１日（土）２日（日） カルッツ 約２００名

13 Vプレミアホームゲーム（NEC) １月２３日（土） とどろきアリーナ 約５００名

14 令和２年度会計監査 ３月２４日（水） 橘高校 ４名

15 各ＳＣ使用取消申請提出 随時 各ＳＣ ４名

16 令和2年度総会準備（書面総会） ３月２５日（木）～３１日（水） 橘高校 ２名

令　和　２　年  度　　川　崎　市　バ　レ　ー　ボ　ー　ル　協　会 

事       業       報       告       書



令和２年度 審判委員会活動報告 

審判委員⾧  小北 好博 

１，ルール講習会 

令和２年４月１１日（土）１３：３０～   緊急事態宣言のため中止 

２，C 級審判員資格取得審査会 

令和３年１月３１日（日）１３：００～   緊急事態宣言のため中止 

 

以上 



令和２年度川崎市バレーボール協会行事報告（年間）
               令和２年４月１日～令和３年３月３１日　

№ 競 技 会 名 期  日 会  場 性別 部 参  加
(チーム数)

優勝 準優勝

1
高校フェスティバル兼第00回
和田杯争奪ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
（協会）

4月1・2日
（日・月）

とどろき
ﾒｲﾝ・ｻﾌﾞ
橘高校

女 － 32 川崎市立橘高等学校豊橋中央高等学校星槎国際高等学校 第３位：
　利府高等学校

第４位：
　秋田北高等学校

市立橘高校 男 － 10 市立橘高等学校A 県立向の岡工業高等学校B 総合科学高等学校B 県立住吉高等高校

菅高校 男 － 10 市立橘高等学校B 総合科学高等学校A 桐光学園高等学校A 市立橘高等学校C

百合丘高校 女 － 10 市立橘高等学校A 市立橘橘高等学校Ｃ 県立菅高等学校 県立多摩高等学校

百合丘高校 女 － 10 市立橘高等学校Ｂ 県立百合丘高等学校A 県立住吉高等学校 県立川崎北高等学校

トリム －
ﾄﾘﾑ Ａ 18
ﾄﾘﾑ Ｂ 14
ﾄﾘﾑ Ｃ  4

ﾄﾘﾑA=VERY
ﾄﾘﾑB=情熱カルビ
ﾄﾘﾑC=プラウド

ﾄﾘﾑA=Ｗｉｚａｒｄ
ﾄﾘﾑB=ｒａｍ
ﾄﾘﾑC=

ﾚﾃﾞｨｰｽ － Ｌ1組　4 あじまる とどろきレモン

4月20・21日 西高津中学校 男 － 17 向丘 西中原 大師 宮内

4月27日 向丘中学校 女 － 50 塚越 向丘 南大師 長沢

とどろきアリーナサブ 男 － 6 キヤノンＢ キヤノンＡ ACORNS 旭化成川崎

宮前スポセン 女 － 4 ファインズ ＶＩＶＯ ＴＳＵＫＡＳＡ女子 ｓｎｏｗｄｒｏｐ

宮前スポセン ﾏﾏさん － 4 センチュリー 鷺沼小ＰＴＡバレー部 3位：ポラリス 4位：平小ＰＴＡバレー部

6
市民男女混合４人制
ビーチバレー大会＜会長杯＞

5月19日(日)
東扇島ﾏﾘｴﾝ
ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｺｰﾄ

－ － 3 くろっかす スマイルＢ スマイルＡ

とどろきサブ 男９ ― 9 ＴＳＵＫＡＳＡ キヤノンＡ 清謙会 キヤノンＢ

高津スポセン 女９ － 4 ＶＩＶＯ ファインズＡ ファインズＢ ｓｎｏｗｄｒｏｐ

高津スポセン ﾏﾏさん － 4 センチュリー あおば 鷺沼小ＰＴＡ ＭＯＣ

1 5 東京東陵クラブ BBJMARKET 3位：清謙会A 4位：MALT

2 5 K2 Ｐ's 3位：ＭｏｇｉーＭｏｇｉ 4位：清謙会Ｂ

女６ ― ー 中止

男９ ― 5 キヤノン 旭化成川崎 3位：ＮＥＣ玉川バレー部 4位：ACORNS

女９ ― 4 ＶＩＶＯ ファインズA 3位：ファインズＢ 4位：ｓｎｏｗｄｒｏｐ

男女
混合６

1
2

４
４

1部＝ＦｒｅｅＭｉｘ
2部＝東陵東京クラブ

1部＝ﾃｨｰﾑおぐり
2部＝安村バレー部

1部＝くろっかすＡ
2部＝くろっかすＢ

1部＝ソラネコ
2部＝ＡＫＵＡ

とどろきサブ
ソフト
バレー

－
ﾄﾘﾑＡ＝9
ﾄﾘﾑＢ＝10

ﾄﾘﾑA=スマイルＡ

ﾄﾘﾑB=ｐａｐｉｃｏ
ﾄﾘﾑA=ＢＲＡＣＫ　Ｙ
ﾄﾘﾑB=ｒａｍ

ﾄﾘﾑA=うらら
ﾄﾘﾑB=ＢＲＡＣＫ　Ａ

女 － 21 川崎中央Ｊ．Ｖ．Ｃ 銀河ＳＣシリウス ３位：向ヶ丘クラブ 4位：ラビットＳＣフェアリー

男 － 6 銀河ＳＣペガサス 排球塾Ｍａｓｉｃｓ 3位：川崎Ｂ－ＲＥＸ 4位：川崎ソルジャーズ

平間小学校 Ｂ大会 － 4 銀河ＳＣコメット 向ヶ丘クラブスマイリー 3位：ラビットＳＣエルフィン 4位：神木本町ポピー

川崎市家庭婦人９人制
つつじ杯　Ａ　ブロック

とどろき
メイン

ﾏﾏさん － 中断 ASAHI ノエル ＲＥＩＮＢＯＷ 北見方クラブ

つつじ杯　Ｂ　ブロック
とどろき
メイン

ﾏﾏさん － 9 西梶ヶ谷 ＰＥＮＴＡＳ 東小倉ラビッツ Ｌｅｔ’ｓ有馬

つつじ杯　Ｃ　ブロック
とどろき
サブ

ﾏﾏさん － 9 すがお 長尾ヒルズ 南百合丘クラブ 宮内

つつじ杯　Ｄ　ブロック
カルッツ
かわさき

ﾏﾏさん － 9 片平クラブ ＺＥＲＯ Ｘ－ｏｎｅ Ｗｅｅｄｓ

つつじ杯　E　ブロック
カルッツ
かわさき

ﾏﾏさん － 9 堰チーム Ｓｐｉｃａ 登戸フレンズ ファイン

つばき杯　Ａ　ブロック 宮前スポセン ﾏﾏさん － 10 はなみずき 野川クラブ 中瀬３丁目 Ｓクラブ

つばき杯　Ｂ　ブロック 宮前スポセン ﾏﾏさん － 9 Ｄｏｏｒｓ ＳＥＡＧＵＬＬ ＢＢ ＭＯＣＣＯＳ

つばき杯　Ｃ　ブロック 高津スポセン ﾏﾏさん － 9 中野島 Ｍｉｎｘ ＳＥＥＤＳ 富士見台

つばき杯　Ｄ　ブロック 多摩スポセン ﾏﾏさん － 9 みなみ倶楽部 宮前クラブ メイト 颯クラブ

つばき杯　E　ブロック 多摩スポセン ﾏﾏさん － 9 ZOO BGY・５１ ワーズ DAISHI

多摩スポセン 男 － 9
東陵東京クラブ
WHITE

ひよこクラブ男子 東原宿ハッタリーズ 東陵東京クラブBLUE

女 － 6 奔流道女子 くろっかす ｓｔｅｌｌａ女子 ＴＳＵＫＡＳＡ

男女
混合

― 6 Ｆｒｅｅｍｉｘ Ｓｍｉｌｅ ＫＰ ひよこクラブ

県立
生田高校 男 Ａ 11 市立橘高校Ａ 市立橘高校Ｃ 市立総合科学高校Ｂ 県立生田高校Ｂ

県立
住吉高校 男 B 11 市立橘高校Ｂ 市立総合科学高校Ａ 法政第二高校Ａ 県立向の岡工業高校Ｂ

市立
橘高校 女 Ａ 8 市立橘高校Ｃ 市立橘高校Ａ 県立菅高校 県立川崎北高校

市立
橘高校 女 B 8 市立橘高校Ｂ 県立百合丘高等学校A 県立生田高校 県立百合丘高校Ｂ

男 6 キヤノン 旭化成川崎 清謙会 ＴＳＵＫＡＳＡ男子

女 － 6 ＶＩＶＯ ＳＭＡＳＨ ＴＳＵＫＡＳＡ女子 ファインズＡ

宮前スポセン ﾏﾏさん － 9 ｓｎｏｗｄｒｏｐ ポラリス 鷺沼小ＰＴＡ 東中クラブ

ﾄﾘﾑA － 12 ＢｌｏｏｄＯｒａｎｇ Ｓｍｉｌｅ　Ｔ 3位：チーム1010Ｆ 4位：釈迦でーす

ﾄﾘﾑB － 15 Ｗｉｚａｒｄ ｐａｐｉｃｏ 3位：ｓｍｉｌｅ　Ｈ 4位：キレネンコ

ﾄﾘﾑＣ － 2 ＣＯＬＯＲ　Ｃ ＭＩＮＩＹＯＮ　Ｒ

ﾚﾃﾞｨｰｽ － 5 あじまる Ｋｏｋｕｒｙｏ 3位：とどろきレモン 4位：Ｃｒａｑｕｅ

1月19日(日)
　　25日（土）

大師、向丘
中学校

男 － 16 向丘 西中原 3位：西生田 4位：宮内

1月6日(日)
　～13（日）

生田、富士見
宮内、稲田

女 － 50 塚越 稲田 3位：富士見 4位：長沢

女 － 22 川崎中央ＪＶＣ 神木本町 たちばなＪＶＣ 栗谷

男 － 6 銀河ＳＣペガサス 排球塾Ｍａｓｉｃｓ 川崎Ｂ－ＲＥＸ かみさくぼーい

― 6 とらのこ 東陵東京クラブＷ ・くろっかす
・東陵東京クラブＢ

― 11 ａｂｌａｚｅ Ｃｕｂｅ ・ＯＵＶＣ
・ＴＳＵＫＡＳＡ

― 5 ＢＲＡＮＣＨ はねつき倶楽部 Ｆｒｅｅｍｉｘ 宮崎クラブ

6 川崎ドリーム　Ｃ ＦｒｅｅＭｉｘ
ｓｍｉｌｅ
ＴＲＩＡＬ

＊協=市協会　　市=子供局スポーツ室　　高=高体連　　中=中体連　　小=小連　　家=家婦連　　

秋季市民ソフトバレー大会
（協会)

競技委員長　　上野　　

中学生新人大会
（協・市　共催）

春季市民男女６人制
男女混合６人制
（協・市　共催）

3月8日(日)

11月17日
(日)

17

黒木杯争奪第29回川崎市
小学生バレーボール
新人大会
（協・小　共催）

2月29日(日)

18 高津スポセン

幸スポセン

カルッツ
　かわさき

13

10月６日(日)

男子

混合

女子

16

多摩スポセン

とどろきサブ15

麻生スポセン

秋季市民高校男女６人制
（協・市・高　共催）

 10月14日(月)

9

12

秋季市民一般男女９人制
ママさん９人制
（協・市　共催）

11月10日(日)14

川崎市小学生バレーボール連
盟40周年記念　第40回
川崎市長杯・井上旗争奪
小学生バレーボール大会
(協・市　共催)

10

11

秋季市民男女６人制
男女混合６人制
（協・市　共催）

市制記念男女９人制
（協・市　共催）

川崎市

バレーボールフェスティバル

＜一般男女６人制＞
＜一般男女９人制＞
＜男女混合6人制＞

＜ソフトバレー＞

（協・教　共催）

8月4日(日)

春季市民男女９人制
（協・市　共催）

5

8

令和3年3月31日

3 春季市民ソフトバレー大会

春季市民高校男女
バレーボール大会
（協・市・高　共催）

2

春季市民中学校６人制　兼
県中学校男女選手権大会
（協・市　共催）

第 ３ 位

4月28日(日)

4月14日(日)

4

宮前スポセン

９月９日(日)

９月９日(日)

9月9日(土)

宮前スポセン

男６

とどろきメイン

5月12日(日)

多摩スポーツ
センター

6月30日(日)

カルッツ川崎

新型コロナウィルス感染予防、大会参加チーム及び大会関
係者の安全、健康を考慮し令和２年度前期の市民大会をす
べて中止した。

１）３月１８日（水）１９：３０～常任理事会にて８月末日
までに開催の市民大会中止を決定（会場はキャンセル）

今年度以降の大会は川崎市の事情により中止となった。

新型コロナウィルス感染予防、大会参加チーム及び大会関
係者の安全、健康を考慮し令和２年度後期の市民大会をす
べて中止した。

１）８月５日（水）１８：３０～常任理事会にて９月以降、来年
３月末までに開催の市民大会中止を決定した。

（会場はキャンセル）
但し、小学生、中学生、高校生においては各連盟にて
新型コロナウィルスの感染予防対策した上で、代替え
大会等の実施を検討する。



令和３年度（上半期・下半期）　川崎市バレーボール協会大会日程　(案)

１、川崎協会主催・主管競技会 令和3年４月1日～令和4年3月31日

№ 大 会 名 期 日 曜 日

1 高校バレーボールフェスティバル 2021/4/1 (木)

　　和田杯 　　　　～2 (金)

2 春季市民高校大会 (2021/4/11) （日） 男子： 市立橘高等学校

女子： 市立高津高等学校

3 春季市民ソフトバレー大会 2021/4/18 （日） とどろきサブ

全日

4 春季市民中学大会 (日)

5 春季市民一般男女９人制 2021/5/16 (日) とどろきサブ(全日)、宮前SC(全日大小研)

　　ママさんの部

6 ビーチバレー大会 (2021/5/23) (日) 東扇島ビーチバレーコート

（会長杯） （JBVふれあいビーチバレー）

7 市制記念一般男女９人制 2021/6/27 (日) とどろきサブ、多摩SC(大研)

　　ママさんの部 全日

川崎バレーボールフェスティバル 2021/8/1 (日) カルッツ（大）,高津SC(大小),宮前SC(大小研1),

　６，９人制男女バレーボール 多摩SC(大研)

　ソフトバレー、男女混合バレー

9 小学生市長杯バレーボール大会 2021/9/12 (日） カルッツ(大小研)

全日

10 秋季市民一般男女６人制 2021/10/10 (日) 高津SC(全-大小)、多摩SC(全-大研)

11 秋季市民高校大会 2021/10/10 （日） 男子：

女子：

12 秋季市民一般男女９人制 2021/10/31 (日) サブ（全）、宮前SC(全-大小研1)

　　ママさんの部

13 秋季市民ソフトバレー大会 2021/11/21 (日) 多摩SC(全－大研)

14 中学生新人大会 (2022/1/中)

15 小学生新人戦 2022/2/13 (日） 宮前SC(全-大小研)、多摩SC（全-大研）

16 春季市民一般男女６人制 2022/3/20 （日） 高津ＳＣ(大小研)、宮前ＳＣ(大小研)
男女混合６人制

２、川崎で開催するその他の大会

№ 大 会 名 期 日 曜 日

1 神奈川県ママさんバレーボール 2021/6/19 （土） 宮前SC(大小研)、多摩SC(大研)

　グリーン大会 全日

2 ママさん 2021/7/17 （土） 麻生SC(大小研)

　バレーボールクリニック 全日

3 ママさんバレーボール 2021/7/31 （土） カルッツかわさき(大小研)

　サマーカップ 全日

4 VリーグDivision１ 2021/10/16 （土） とどろきアリーナメイン、サブ(全-研体)
ＮＥＣレッドロケッツホームゲーム 　　 　　～17 （日） 10/15～17、サブ10/15P～

5 VリーグDivision１ 2021/11/12 （木） とどろきメイン・サブ(全-体研)

ＮＥＣレッドロケッツホームゲーム 　　　　 ～13 （土） 11/11～13　サブ11/11P～

6 VリーグDivision１ 2021/12/4 （土） とどろきメイン・サブ(全-体研）

ＮＥＣレッドロケッツホームゲーム 　　　 　～5 （日） 12/3～5

7 ジャパンデフバレーボールカップ 2022/1/29 （土） とどろきアリーナメイン・サブ（全-体研）

　　川崎大会 　　　　～30 （日） 1/28～30

8 VリーグDivision２ 2021/12/18 （土） とどろきサブ(全-体1・2、研1・2)

富士通ホームゲーム 　　　　 ～19 （日） 12/17～19

9 VリーグDivision２ 2022/1/15 （土） とどろきサブ(全-体1・2、研1・2)

富士通ホームゲーム  　　　～16 （日） 1/14～16

10 VリーグDivision２ 2022/2/26 （土） カルッツかわさき(全-大小研武)

富士通ホームゲーム  　　　～27 （日） 2/25～27

11 ママさんバレーボール 2021/10/30 (土) 宮前ＳＣ(全--大小研1）、多摩SC(全-大研)

クラス別大会

12 やまゆり杯川崎地区決勝大会 2022/1/16 (日) 宮前ＳＣ(全-大小研1.2)

(ベスト８)

13 ママさんバレーボールミドル大会 2022/1/29 (土) 宮前SC(全-大小研1・2)、多摩ＳＣ(全-大研)

14 ママさんいそじ大会 2022/3/12 (土) 多摩ＳＣ(全-大研)、麻生SC(全-大研)

15

2020/3/15 令和３年度　上期日程調整会議提出資料
2020/3/20 上半期日程確定 川崎市バレーボール協会
2020/9/13 令和３年度　下期日程調整会議提出資料 競技委員長　　上野
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市内中学校体育館
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市内中学校体育館

市内高校体育館

中止











令和３年３月３１日現在

名誉会長 佐藤　忠次

会　長 五島三津雄（学経）

副会長 羽田野義博（学経） 田辺穂奈美（ママ） 大内　孝二(中体連) 山田　益男（学経）

理事長 渡部　仁志（学経）

副理事長 佐藤　猛（ソフト） 小川 秋男（学経・ビ) 工藤　一重（ママ） 古田　幸輔（中学）

大塚　政幸（小学）

総務委員長 竹内　  孝（学経） （担当三役　山田　益男副会長）

同副委員長 光宗　光子（学経） 松本　博臣（高校）

同委員 長瀬 博美（ソフト） （ママ） 山鹿　佳苗（ママ） 河田　安世（ママ）

黒川佳代子（ママ） 佐藤　夕子（ママ） 竹田　千織（中学） 小林　智子（一般）

真島　淳　（小学）

競技委員長 上野　嘉信（社会） （担当三役　大内孝二副会長）

同副委員長 今村　直彦（高校） （小学） 石原　智（社会） 橋本　達也（高校）

同委員 高　　恒徳（中学） 波多野淳一（小学） 松浦圭三（ソフト） 阿部　理子（ママ）

金子智恵子（ママ）

審判委員長 小北　好博（学経） （担当三役　田辺穂奈美副会長）

同副委員長 伊藤　和子（ママ） 大平　絵美（一般） 金丸　幸生（一般）

同委員 石田　恭代（ママ） 中島有希子（クラブ） 吉田　梨紗（高校） 坂梨　欣哉（高校）

竹内　洋平（中学） 田中　勝文（小学） 　　　　　（小学） 増岡真一（ソフト）

山田宣延（ソフト）

田村　　暁（高校） (担当三役　羽田野義博副会長）

同副委員長 中村進太朗（高校） 坂本　良子（ママ）

同委員 羽田栄利子（ソフト） 小番　剛　（小学） （中学) 松村　展弘（高校）

事務局長 松本　博臣（高校）

事務局員 須藤　美和（一般）

監　事 高橋　敏明（小学） 吉田　浩子（ママ）

顧　問 梅沢　喜由（社会） 黒木　忠雄（小連） 河内　裕子（ママ） 東　　正則（学経）

参　与 大間　秀雄（社会） 大西栄一郎（社会） 泉田　良雄（社会） 土橋美津子（ママ）

＊常任理事 １９名は囲みで表示

＊その他上部団体等に選出された役員

（公財）川崎市スポーツ協会評議委員 須藤　美和

神奈川県ビーチ連盟選出役員 中島有希子

（一財）神奈川県バレーボール協会理事

令和３年・４年度川崎市バレーボール協会理事一覧（案）

指導普及委員長

（各連盟より選出役員については、未着があります）



令和２年度川崎市内全国大会出場チーム
令和２年３月３１日現在

・小学生 ・なし

・中学校

・なし

・高等学校

●橘高校 （女子）春高バレー出場 １回戦敗退

・クラブチーム

・なし

・ソフトバレー

・なし

★ 上記全国大会出場１団体を川崎市スポーツ協会「奨励チーム」として推薦します

★ 「功績賞」は 竹内 孝様（本部役員 総務委員長）を選出しました。




