
　　江東区文化センター

　　3階　レク・ホール

令和5年度

江東区バレーボール連盟

　総      会

日 時

会 場

　　令和5年4月22日（土）

　　18:30受付　　19:15開始



総合司会　　竹内副理事長

会長挨拶

議長選出 （　　　　　　）

＜議　　題＞

１） 令和４年度事業報告

２） 令和４年度決算報告

３） 監　査　報　告

４） （理事長）

 ５） 令和５年度役員改正 （理事長）

６）

７） （各部長）

８）

議長解任

＜表　　彰＞

＊江東区体育功労賞 令和４年度 該当なし

＊生涯スポーツ優良団体 令和４年度 該当なし

＊江東区優秀チーム 令和４年度 該当なし

＊１０年表彰　　 令和４年度 池田裕二

閉会の辞

令和５年度　総会式次第

（副理事長）

内規改定の件 （理事長）

令和５年度事業計画

令和５年度予算 （事務局長）

令和５年度連盟基本方針及び各部活動方針

（飯塚会長）

（各部長）

（事務局）

（監　事）



大会名 会場 出場
チーム数 順位 試合結果

1位 三省クラブ

2位 ハンズ

区民９人制（女子） 有明ＳＣ 2 1位 三省クラブ

1位 ＭＪクラブ

2位 葵クラブ

３位 愛宕クラブＡ

３位 ｊａｍ

5 区民小学生大会

1位 Ｄ．Ｓｐｉｋｅｒｓ

2位 三省クラブ

区民６人制（女子） 東砂ＳＣ

深川北ＳＣ 　Ａコート 1位 すずらん

深川北ＳＣ 　Ｂコート 1位 ばら

深川ＳＣ/深川北ＳＣ

3 東砂ＳＣ

17 少年少女スポーツ教室（小学生） 東砂ＳＣ

18 秋季６人制（男子） 有明ＳＣ

24 前期部別家庭婦人 スポーツ会館

31 前期６人制（女子） 有明ＳＣ

14 前期９人制（男子・女子） スポーツ会館

21 秋季中学生大会 深川ＳＣ/有明ＳＣ

28 前期６人制（男子） 東砂ＳＣ

深川ＳＣ　Ａコート 1位 耀友会

深川ＳＣ　Ｂコート １位 三省クラブ

秋季９人制（女子） 深川ＳＣ

23 秋季６人制（女子） 深川北ＳＣ

18 東砂ＳＣ １位 葵クラブ

25 東砂ＳＣ 2位 ＭＪクラブ

３位 jam berry

３位 愛宕クラブＡ

20 秋季フラワー大会（女子） スポーツ会館

23 秋季フラワー大会（男子） 有明ＳＣ

11

大会開催中止

大会開催中止

17
区民９人制（男子） 有明ＳＣ

区民家庭婦人大会

5

4

5

24

22

東砂ＳＣ/深川北ＳＣ

深川北ＳＣ

23

大会開催中止

区民６人制（男子） 東砂ＳＣ 4

区民家庭婦人大会（二日目）

令和４年度　競技事業報告

前期部別家庭婦人
ワクチン接種会場設置により施設利用不可のため中止

7

ワクチン接種会場設置により施設利用不可のため中止

ワクチン接種会場設置により施設利用不可のため中止

ワクチン接種会場設置により施設利用不可のため中止

ワクチン接種会場設置により施設利用不可のため中止

8

大会開催中止

6 26
春季フラワー大会（女子）

ワクチン接種会場設置により施設利用不可のため中止

8

開催日

8

ワクチン接種会場設置により施設利用不可のため中止

ワクチン接種会場設置により施設利用不可のため中止

ワクチン接種会場設置により施設利用不可のため中止

9
大会開催中止

大会開催中止

秋季家庭婦人大会

32

秋季家庭婦人大会（二日目）20 スポーツ会館

19
秋季９人制（男子） 7



大会名 会場 出場
チーム数 順位 試合結果

1位 大島中央デビルスＡ

２位 大島中央デビルスＢ

３位 ブルーライトニング

1位 大島中央エンジェルス

２位 三大小ジュニア

３位 三砂ジュニア

1位 三砂ジュニアＢ

２位 大島中央エンジェルスＢ

1位 三大小ジュニアＣ

２位 東雲ドルフィンズ

1 29 後期部別家庭婦人 深川ＳＣ

2 東砂ＳＣ・有明ＳＣ

深川ＳＣ　Ａコート 1位 ＭＪクラブ

深川ＳＣ　Ｂコート １位 愛宕クラブＡ

深川ＳＣ　Ａコート 1位 葵クラブ

深川ＳＣ　Ｂコート １位 jam　berry

スポーツ会館　Ａコート 1位 グリーンクラブ

スポーツ会館　Ｂコート １位 さつきクラブＢ

スポーツ会館　Ｃコート 1位 明治クラブ

スポーツ会館　Ａコート １位 ＫＭＣ

スポーツ会館　Ｃコート １位 たつみクラブ

1位 三省クラブ

2位 深三クラブ

後期９人制（女子） 有明ＳＣ

後期６人制（男子） 有明ＳＣ 4 1位 日本ユニシス

後期６人制（女子） 有明ＳＣ 2 1位 ＲＳクラブ

少年少女スポーツ教室（さよなら大会） スポーツ会館 9

小平体育館

駒沢体育館

7 10 墨東五区大会 大会開催中止スポーツ会館/深川/深川北/有明ＳＣ

2 11
　　午前の部　　優勝　　葵クラブ　

ひがしんカップ 墨田総合体育館
　　午後の部　予選敗退　ＭＪクラブ

開催日

男子　準優勝　　江東区(耀友会）

女子　　一回戦敗退（三省クラブ）
5

21
22

10

8

11 23

秋季小学生大会　Ｂ大会

秋季小学生大会　Ｃ大会

都民体育大会

秋季小学生大会男子　Ａ大会

秋季小学生大会女子　Ａ大会

有明ＳＣ

有明ＳＣ

有明ＳＣ

有明ＳＣ

19・23・26　後期部別家庭婦人
大会開催中止

3 12

161 29

家庭婦人親睦大会（１～３部）
午前の部

家庭婦人親睦大会（１～３部）
午後の部

家庭婦人親睦大会（４～５部）

5

家庭婦人親睦大会（６～８部）

23

10

72

後期９人制（男子） 有明ＳＣ

大会開催中止

4



１） ZOOMにて配信   (１３２名参加）

２）

令和４年　　７月３０日（土）　 有明スポーツセンター 中止

令和４年　　８月　６日（土）　 有明スポーツセンター 中止

令和４年　　８月２０日（土）　 有明スポーツセンター 中止

３） 審判実技講習会（ＰＴＡ） 江東区スポーツ会館

令和４年　　８月開催予定 中止

４） 江東区スポーツ会館

令和４年　　１２月開催予定　筆記試験・実技試験 中止

１） 墨東五区大会 中止

２） 深川南部地区小学校ＰＴＡ連合バレーボール大会 

３）

４） 深川北部親善連合会バレーボール大会 ４名

５） 江東区中学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会（１日目）  　

６） 江東区中学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会（２日目） 

７） 江東区小学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会（１日目）  　　

８） 江東区小学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会（２日目）  　　

９） 大島地区小中PTAバレーボール大会 

１０） ひがしんカップ大会 ２名

１１） 深川北部七校PTAバレーボール連合会親善大会 ４名

３．江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験合格者認定

４．その他

１） 東京都協会審判講習会 としま区民センター ２名

２） 実連９人制大会 東京スポーツ文化館 ２名

３） 東京都地域連盟審判講習会 武蔵野市立総合体育館 １名

４） 第７５回都民体育大会春季大会 小平市民総合体育館 ４名

５） 墨東五区家庭婦人交流大会 江戸川区総合体育館 ３名

依頼なし

依頼なし

依頼なし

依頼なし

令和５年　　２月１１日（土）

令和５年　　２月１９日（日）

開催中止のため対象者なし

令和４年　　４月１４日（木）

令和４年　　４月１６日（土）

令和４年　　４月１７日（日）

令和４年　　５月２１日（土）

令和４年　　６月１９日（日）

令和４年　　５月２８日（土）

令和４年度　審判部事業報告

１．講習会、研修会の開催

競技規則講習会

審判実技講習会（家庭婦人）

令和４年　１０月１６日（日）

依頼なし

依頼なし

依頼なし

江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験

２．審判員の派遣

砂町地区小中学校PTA連合会バレーボール大会 



１． 区民スポーツ教室（バレーボール教室）
　 日時：令和４年９月２１日～令和４年１０月２６日（毎週水曜日）計６回

    　 場所：江東区スポーツ会館

      内容：パス、レシーブ、アタック、ブロック等の基本動作の習得から試合形式まで

      参加人数：１８名

２． 少年少女スポーツ教室 （小学生の部）
 １) 第１回 ※中止

日時：令和４年７月１７日（日）

      場所：東砂スポーツセンター　9：00～16：00

      内容：小学生がバレーボールを楽しいと感じる内容を検討する

     募集人数：約１５０名

 ２） 第２回(さよなら大会）

日時：令和５年３月１２日（日）

      場所：江東区スポーツ会館　9：00～16：00

      内容：１年間の練習成果として、各チームを編成しゲームを行う

      参加人数：１２０名

３． 小学生春季および秋季区民大会の実施
 １) 春季：令和４年５月５日（祝）　       江東区スポーツ会館 ※中止

 ２） 秋季：令和４年１１月２３日（祝）　  有明スポーツセンター

      参加チーム数：１８チーム

４． ソフトバレー講習会の実施
日時：令和５年１月２２日（日）　      江東区スポーツ会館

      参加人数：１６組 　６４名

５． 江東区各スポーツ施設への一般開放時の指導員の派遣
※要請なし

令和４年度　指導普及部事業報告

Aクラス　　男子優勝：大島中央デビルスA

　　　　　　　女子優勝：大島中央エンジェルス

Bクラス　　　　　優勝：三砂ジュニアＢ

Cクラス　　　　　優勝：三大小ジュニアC



１． ホームページ更新手続き及び管理
　　１） ホームページアクセス数 　 　　19,300回/年　（2022.4〜2023.2）

ホームページ更新回数　　　    66回/年 (2022.4〜2023.2）

　　２） ホームページの充実

70周年記念特設ページを追加

ギャラリーページを新設(12月）　　　※フォトムービー（大会の様子)をUP

バレーボール教室、ソフトバレーボールの参加者増員に向けPR

　　３） その他

広報部員のWeb勉強会を開催し、Webについての知識を学ぶ(8月）

２． 各部からの連絡事項等掲載

競技部・審判部・指導普及部・総務部からの連絡事項を敏速に更新

３． 連盟行事や大会結果報告の掲載
連盟公式大会の組合せや結果を敏速に更新

４． 外部からの問い合わせメールの対応
PTA大会審判依頼、審判講習会に関する問い合わせ、HPリンク依頼、その他

問い合わせ件数　７件/年

５． 広報通信TSUNAGU制作の為の行事や大会取材、写真撮影等
　　１） 連盟公式大会（秋季大会他）、ひがしんカップ、ソフトバレーボール等の取材活動

　　２） 該当チーム及び関係者への原稿依頼

　　 (テーマに沿ってアンケート調査、関係者へ掲載する原稿依頼）

広報通信TSUNAGU発行回数　７回/年　　　※70周年記念特別号含む

６． 連盟公式Ｔwitter、広報部Ｔwitterの更新作業と管理
Twitterにてリアルタイムで情報を提供
・連盟Twitter(ホームページ更新情報）

・広報部Twitter(大会結果速報、連盟活動の様子、バレーボール関連情報等）

ツイート回数：連盟Twitter 66回/年　・　広報部Twitter 268回/年（2022.4〜2023.2）

令和４年度　広報部事業報告



１． 総会・理事会・新年会の開催

1） 総会・理事会・新年会開催日

総会 令和4年　 4月 16日 中止/書面議決

　・各チーム代表者宛に資料郵送し、メールにて議決権行使書での承認を依頼

　　(令和4年4月15日各チームの議決権行使書類受付締切日)

　　理事は総会資料確認の上、事前承認済

    令和4年4月16日すべての事案　総数165/賛成129/棄権36　にて承認

 1回  理事会（常任） 令和4年 4月 20日 23名

 2回  理事会（常任） 令和4年 6月 8日 24名

 3回  理事会（常任） 令和4年  8月 31日 22名

 4回  理事会（常任） 令和4年 10月 28日 21名

 5回  理事会（常任） 令和5年 1月 13日 18名

 6回  理事会（常任） 令和5年 3月 22日 26名

 7回  理事会 令和5年  4月 5日 39名

新年会 令和5年  1月 中止

2） 総会及び理事会・新年会開催に伴う準備、書類作成、印刷、郵送等

3） 議事録作成と保管

4） 4年度退任役員、5年度継続及び新任役員の確認

２． 名簿作成及び管理

1） 連盟役員関係名簿作成

2） 各チーム代表者名簿作成

３． チーム登録の管理

1） 一般男女チーム（6人制・9人制）は一般競技部で受付

2） 家庭婦人チームは総務部登録係で受付し、家庭婦人競技部と共有保管

・既存チームの年度初めの登録及び新規チームの登録

・追加登録・退部・ 各種変更届の受付と処理

４． 江東区内大会や行事関連の事務と補助　　　

1） 春季・秋季区民、前期（中止）・後期部別（親睦大会）、小中学校PTA大会（手伝い無）

2） 協賛会社様への試合案内他

　ミレグラ様　秋季大会、親睦大会開会式挨拶と割引クーポンの配布

　ファイテンブース申請　各スポーツセンター宛発送 ファイテン(株)不参加

3） 連盟理事のユニフォーム管理 70周年ポロシャツ・名札配布

令和４年度 総務部事業報告



５． 他区、地域大会、全国等大会関連の事務と補助

1） 都民体育大会推薦　 令和4年5月21.22日 

　一般男子：耀友会　準優勝　 一般女子：三省クラブ　１回戦

令和5年3月

2） 第68回墨東五区大会　（江東区担当）の準備 体育館使用不可につき中止

・江戸川区主催交流会推薦　（家庭婦人） 令和4年6月19日 

　MJクラブ午前の部　優勝　　　葵クラブ　午後の部　優勝 令和4年6月19日 

・墨田区主催墨東五区交流会推薦　　

　6人制男子D.Spikers　3位　　6人制女子RSクラブ　2位　　　 令和4年8月7日 

　9人制男子ハンズ3位　　9人制女子三省クラブ棄権　　家庭婦人　ＭＪクラブ　3位

3） 墨田区オープン大会（一般）案内

　加藤イーグルス　　RSクラブ 令和4年5月28.29日 

墨田区オープン大会（家庭婦人）案内 令和5年3月12日

　葵クラブ　愛宕クラブ　TOMクラブ　七友クラブ　深川クラブ　明治クラブ

4） 東京都地域連盟大会推薦書作成と申込　

　一般6人制　D.spikers　 令和4年11月23日 

5） ひがしんカップ推薦　（家庭婦人）

令和5年2月11日

６． 江東区及び江東区体育協会行事関連の事務等

1） シーサイドマラソン役員派遣　10名 令和4年11月27日

2） 江東区体育協会関係の推薦　　

3） 体育功労者・生涯スポーツ優良団体・優秀チーム 推薦依頼無し

７． 創立70周年式典と祝賀会の開催　（70周年事務局と協力） 令和4年11月13日

1） 記念誌作成協力 清澄庭園大正記念館

2） 会場手配・予算・記念品・内容打合せ、準備から開催まで

８． その他必要とされる事務等

1） ＨＰ問合せに対する対応　 広報部と連携し対処

2） 体育協会等の問合せ確認依頼等

・葵クラブ　午前の部優勝　・MJクラブ　午後の部予選

令和5年度の推薦（令和5年5月21.22日）

　一般男子：耀友会　　一般女子：深三クラブ



「連盟基本方針」

バレーボールによる、多くの区民の楽しさと健康増進への貢献

「連盟活動方針」

実施と大会の運営

＜競技部活動方針＞

スムーズな大会運営のための競技部理事の意識の向上

＜審判部活動方針＞

選手が楽しむプレーを意識した、審判技術の向上

チーム帯同審判資格取得への指導と研修

＜指導普及部活動方針＞

生涯スポーツとして、プレーヤーへのレベルアップ指導向上

＜広報部活動方針＞

＜総務部活動方針＞

各部と連携強化による、連盟行事の円滑推進

選手が安心安全に、参加できる大会への準備、運営を心がける

令和５年度連盟基本方針及び活動方針

広報活動の充実と、ホームページ活用によるスピーディな情報提供

新型コロナウイルスとの共存による、通常年間大会スケジュールの



役　　職 氏　　名 氏　　名 役　　職 氏　　名

会　　　長 飯塚　　明 髙本　敏行 事務局長 清野　正子

原島　　豊 竹内　靖雄 事務局次長兼会計 佐藤　千枝子

久島　美孝 田中　節子 会計理事 奥山　美智子

澤畑　文子 西邨　　武

役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

君塚　善一 一般男子競技部長 上原　一朗 副理事長兼任審判部本部長 兼：西邨　　武

渡辺　武雄 一般男子競技担当部長 兼：山口　孝司 審判部副本部長 元吉　泰央

武内　成晃 一般男子競技部副部長 羽田　竜太郎 審判部長 田中　美香

岡田　光雄 一般女子競技部長 最上　あかね 篠塚　秀子

田中　康修 千住　典之 村上　真貴子

江口　美保子 林　龍生 清野　清香

迫田　隆子 平井　　茜 赤松　志乃

益子　礼子 丸山　由貴 落合　悦子

水野　千佐子 池田　祐希子 荒木　寛子

井ヶ田　美津子 役　　職 氏　　名 松尾　智子

丸山　雅美 桜井　真弓 笹原　恵美子

赤松　修 三盃　由紀子 武藤　悦子

高橋　豊子 田河　洋子

田村　志津子 春日　直子 阿部　麻己恵

三澤　亜佐美 和田　秀子 理事 羽賀　敦子

澤村　知江美 梶原　千世

矢邉　幸子 田村　理沙

品田　亜紀 内田　俊子

田淵　智恵 藤本　光美

佐竹　紀子 武田　里子

栗山　智子 役　　職 氏　　名

荻原　智子 指導普及部本部長 田端　敬信

樋口　祐子 指導普及部長 山口　孝司

後藤　豊子 指導普及部担当部長 兼：最上　あかね

中村　貴子 平野　晴久

池田　永恵  　 望月　延浩

川本　さかえ 宮下　典久

森　由起子 池田　裕二

江原　千秋 海谷　智弘

永友　美穂子 役　　職 氏　　名

ルーカス　真弓 広報部長 白藤　　恵

役　　職 氏　　名 梶　　翔馬

総務部長 岩野　亜紀子 大場　晶子

清水田　憲子 長与　伸江

後藤　恵美子 黒田　麻衣子

鳥海　悦子 井上　亜夜子

石田　有里 安藤　直子

長沼　佳奈代 兼：丸山　由貴

山内　美佳 大内　賢司

木村　あゆみ 佐塚　雄二

指導普及部副部長

理事

広報部副部長

総務部副部長

理事

理事

青少年部

家庭婦人
競技部副部長監　　　事

家庭婦人

理　　事

顧　　　問

相　談　役

審判部副部長

一般男子
理　　　事

一般女子
理　　　事

参　　与

家庭婦人
競技部長

令和４年度　理事

役　　職

理事長

副　会　長 副理事長



＜退任理事＞ ＜留任理事＞
益子　礼子 竹内　靖雄 上原　一朗

澤畑　文子 西邨　　武 山口　孝司

迫田　隆子 桜井　真弓 羽田　竜太郎

赤松　　修 三盃　由紀子 林　龍生

丸山　雅美 清野　正子 最上　あかね

田村　志津子 佐藤　千枝子 平井　　茜

原島　　豊 顧問 奥山　美智子 池田　祐希子

篠塚　秀子 白藤　　恵 望月　延浩

田端　敬信 梶　　翔馬 平野　晴久

高橋　豊子 監事 長与　伸江 池田　裕二

髙本　敏行 黒田　麻衣子 大内　賢司

田中　節子 安藤　直子 佐塚　雄二

宮下　典久 岩野　亜紀子 元吉　泰央

海谷　智弘 清水田　憲子 田中　美香

千住　典之 山内　美佳 荒木　寛子

丸山　由貴 木村　あゆみ 村上　真貴子

後藤　恵美子 鳥海　悦子 清野　清香

大場　晶子 石田　有里 赤松　志乃

笹原　恵美子 長沼　佳奈代 梶原　千世

羽賀　敦子 春日　直子 松尾　智子

澤村　知江美 和田　秀子 武藤　悦子

後藤　豊子 品田　亜紀 田河　洋子

池田　永恵 田淵　智恵 阿部　麻己恵

樋口　祐子 矢邉　幸子 中嶋　悦子

森　由起子 佐竹　紀子 田村　理沙

江原　千秋 栗山　智子 内田　俊子

井上　亜夜子 荻原　智子 藤本　光美

ルーカス　真弓 川本　さかえ 武田　里子

中村　貴子 永友　美穂子

＜新理事＞
大橋　和志 ハンズ

大西　邦典 加藤イーグルス

大西　雄太 耀友会

中村　宏治 つくサン

荻堂　恵美 MJクラブ

松本　美奈子 ハピネス

池田　由英 葵クラブ

山口　和子 さつきA

小池　かおる KMC

平川　礼子 SUN

越智　　薫 たつみ

秋山智英子 NOAH

加藤　美江

栗原　晶子

清野　志野 飛影クラブ

深川クラブ

令和５年度理事候補

⇒

御勇退

参与

副会長

退任



月 日 曜日 大会名 会場 参加費

2 日 区民９人制（女子） スポーツ会館 3,000 3/2 木 3/22 水

9 日 深川北ＳＣ/東砂ＳＣ 3,000 3/17 金 3/31 金

16 日 有明ＳＣ/スポーツ会館 3,000 〃 〃 〃 〃

23 日 区民９人制（男子） スポーツ会館 3,000 3/23 木 4/12 水

30 日 区民家庭婦人大会(二日目) スポーツ会館

5 祝 区民小学生大会 スポーツ会館（大）

14 日 区民６人制（男子） 深川ＳＣ 3,000 4/14 金 5/10 水

28 日 春季フラワー大会（男子） スポーツ会館 9,000 4/28 金

4 日 区民６人制（女子） 東砂ＳＣ 3,000 5/4 木 5/31 水

11 日 春季フラワー大会（女子） スポーツ会館 1200/人 5/29 月

25 日 深川北ＳＣ/深川ＳＣ 9,000 5/25 木 6/1 木

2 日 東砂ＳＣ/亀戸ＳＣ 9,000 〃 〃 〃 〃

16 月 少年少女スポーツ教室（小学生） 亀戸ＳＣ

日 前期９人制（男子・女子） 有明ＳＣ 9,000 7/20 木

日 秋季中学生大会 スポーツ会館

27 日 前期６人制（男子・女子） 有明ＳＣ 9,000 7/27 木

10 日 深川ＳＣ/深川北ＳＣ 9,000 8/7 月 8/10 木

17 日 東砂ＳＣ 9,000 〃 〃 〃 〃

東砂ＳＣ 9,000 〃 〃 〃 〃

秋季６人制大会（男子・女子） 有明ＳＣ 9,000 8/18 金

24 日 秋季家庭婦人大会(二日目） スポーツ会館

10 1 日 秋季９人制（男子・女子） スポーツ会館 9,000 9/1 金

5 日 秋季フラワー大会（女子） 東砂ＳＣ 1200/人 10/23 月

秋季小学生大会 スポーツ会館/有明ＳＣ

秋季フラワー大会（男子） 深川ＳＣ 9,000 10/23 月

4 日 後期９人制（男子・女子） スポーツ会館 9,000 1/4 木

11 日 有明ＳＣ/東砂ＳＣ 9,000 1/11 木 1/18 木

18 日 東砂ＳＣ/亀戸ＳＣ 9,000 〃 〃 〃 〃

日 少年少女スポーツ教室（さよなら大会） スポーツ会館（大・小）

日 後期６人制（男子・女子） 深川ＳＣ 9,000 2/10 土

20 土

21 日

7 9 日 墨東五区大会 葛飾区　奥戸総合ＳＣ　

2 ひがしんカップ 墨田区　墨田総合体育館

10
当日

5 都民体育大会
駒沢体育館
町田市・小平市体育館

3

2

当日

後期部別家庭婦人

秋季家庭婦人大会

18 祝
当日

当日

11

当日

23 祝
当日

9

6 当日

前期部別家庭婦人

8

当日

当日

7

20

5

当日

令和５年度　競技事業計画

締切日 抽選日

4
区民家庭婦人大会



１） 競技規則講習会 令和５年 ４月２９日（土） ZOOM配信　１９時～

２） 審判実技講習会（家庭婦人） 令和５年 ６月　４日（日） 東砂スポーツセンター

令和５年 ７月３０日（日） 東砂スポーツセンター

令和５年 ８月２０日（日） 江東区スポーツ会館(小)

３） 審判実技講習会（PTA） 令和５年 ９月　３日（日） 東砂スポーツセンター

４） 江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験 令和６年 １月１４日（日） 江東区スポーツ会館

５）

※新型コロナウィルスの感染状況等により、予定が変更になる場合があります。

１） 墨東五区大会 令和５年 ７月　９日（日）

２） 深川南部地区小学校ＰＴＡ連合バレーボール大会 令和５年 １０月１５日（日）

３） 砂町地区小中学校PTA連合会バレーボール大会 令和５年 １０月　８日（日）

１日目 令和５年 １０月２２日（日）

２日目 令和５年 １１月１８日（土）

１日目 令和５年 １１月　５日（日）

２日目 令和５年 １１月２６日（日）

６） 大島地区小中PTAバレーボール大会 令和５年 １２月　３日（日）

７） ひがしんカップ大会 令和６年 　 ２月開催予定

８）

３．江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験合格者認定

４．その他、必要な事項

その他、必要と認める大会

５） 江東区小学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会　

令和５年度　審判部事業計画

江東区中学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会４）

１．講習会、研修会の開催

その他、必要と認める講習会

２．審判員の派遣



１． 区民スポーツ教室（バレーボール教室）
　 日時：令和５年６月２１日～令和５年７月２６日（毎週水曜日）計６回

    　 場所：江東区スポーツ会館

      内容：パス、レシーブ、アタック、ブロック等の基本動作の習得から試合形式まで

      募集人数：約５０名

２． 少年少女スポーツ教室 （小学生の部）
 １) 第１回 

日時：令和５年７月１６日（日）

      場所：亀戸スポーツセンター　9：00～16：00

      内容：小学生がバレーボールを楽しいと感じる内容を検討する

     募集人数：約１５０名

 ２） 第２回(さよなら大会）

日時：令和６年３月１０日（日）

      場所：江東区スポーツ会館　9：00～16：00

      内容：１年間の練習成果として、各チームを編成しゲームを行う

      募集人数：約１５０名

３． 小学生春季および秋季区民大会の実施
春季：令和５年５月５日（祝）　       江東区スポーツ会館

秋季：令和５年１１月２３日（祝）　  江東区スポーツ会館、有明スポーツセンター

      募集人数：約１００名

４． ソフトバレー講習会の実施
令和６年１月２８日（日）　      江東区スポーツ会館

      募集人数：２０組 ８０名

５． 江東区各スポーツ施設への一般開放時の指導員の派遣
１名 菅野樹里

１名 鳥海悦子

２名 井ケ田美津子、菅野久美

０名

１名 上原一朗

１名 村上真貴子

深川スポーツセンター　

亀戸スポーツセンター　　

令和５年度　指導普及部事業計画

江東区スポーツ会館　　  

有明スポーツセンター　　

東砂スポーツセンター　　

深川北スポーツセンター  



１． ホームページ更新手続き及び管理
１） ホームページのさらなる充実を図る

２） Web勉強会を開催し、広報部員のWebの知識を深める

２． 各部からの連絡事項等掲載
競技部・審判部・指導普及部・総務部からの連絡事項を敏速に更新

３． 連盟行事や大会結果報告の掲載
開催する大会の組み合わせや 結果を敏速に更新

４． 外部からの問い合わせメールの対応

５． 広報通信TSUNAGU・フォトムービー制作の為の行事や大会取材、写真撮影等
１） 連盟公式各大会、審判講習会他、必要に応じた原稿の依頼と記事の作成

２） 連盟公式各大会、連盟行事のフォトムービーの制作（試行中）

６． 広報部Ｔwitterの更新作業及び管理
ホームページ更新情報の発信（自動配信）
大会の様子、途中結果速報、ワンラリー動画配信、各部活動の様子の発信

江東区バレーボール連盟　　　　　　 Twitterアカウント @koto_volley_web
江東区バレーボール連盟（広報部） Twitterアカウント @kotovolley_koho

※連盟公式大会や連盟行事等で、広報取材のための写真撮影をする場合があります。

　 ご理解とご協力よろしくお願いします。

　 写真撮影NG希望のチームは、大会当日受付時に本部役員へお申し出ください。

なお、ホームページに対するご意見ご要望がございましたら、

広報部アドレスの方へお寄せ下さい。

令和５年度　広報部事業計画



１． 総会・理事会・新年会の開催

1） 令和5年度総会開催 令和5年4月22日（土）

2） 理事会開催と準備・議事録作成 適時必要時期に開催

3） 令和6年度総会開催の準備 令和6年4月予定

２． 名簿作成及び管理

1） 連盟役員関係名簿作成 ※区役所提出（総会資料含）

2） 各チーム代表者名簿作成

３． チーム登録の管理

既存チームの登録　 令和5年4月1日～25日　

1） ・一般男女は一般競技部にて受付 ※新規チーム選手の追加は随時

・家庭婦人は総務部登録係にて受付

2） 追加登録・退部等・各種変更届の受付

登録費

　令和5年度　：　登録費　5.000円　　賛助会費　1.000円　　新規加入金　1.000円

※チームの休部について（内規12）

　チームの休部は登録係に休部届を提出し、期間は1年とする。2年目以降は廃部（チーム退部）となる

　（令和4年度のみコロナ禍により休部を1年猶予し、2年目を許容）

令和4年度に休部したチームは登録か廃部（チーム退部）の届けを提出すること

廃部（チーム退部）届け提出後は同じチーム名で再登録しても新規チームの取り扱いとなる

４． 江東区内大会や行事関連の事務と補助

春季区民大会/秋季区民大会

前期部別大会/後期部別大会

小中学校ＰＴＡ大会等

５． 他区、地域大会、全国等大会関連の推薦及び事務と補助

1） 都民体育大会 令和5年5月20.21日

2） 墨東五区大会 令和5年7月9日

3） ひがしんカップ 令和6年2月予定

4） 他区交流戦、オープン大会 随時

5） 全国大会等 随時

６． 江東区及び江東区体育協会行事関連の事務と補助

１） シーサイドマラソン大会役員推薦　（当日の沿道交通整理等） 令和5年11月26日

２） 江東区体育協会・体育功労者・生涯スポーツ優良団体・体育優秀チームの推薦　　　令和6年1月

３） スポーツ推進委員の推薦（令和6.7年度） 令和6年3月

７． 協賛企業との連絡等

８． その他必要とされる事務等

ＨＰ問い合わせに対する対応　

令和５年度 総務部事業計画



      江東区バレーボール連盟ホームページ

      URL  http://www.koto-volleyball.com/

※家庭婦人の部 新規登録・追加・退部・移籍

　E-mail   koto_volleyball_touroku@yahoo.co.jp           

※家庭婦人の部 大会参加申し込み

   E-mail    koto_mamasan_kyougibu@yahoo.co.jp           

※一般の部　新規登録・大会参加申し込み

   E-mail    koto_ippann_volley@yahoo.co.jp

※審判部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　

   E-mail    kotoreferee@yahoo.co.jp

※指導普及部　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　

   E-mail    h_k_ouji@yahoo.co.jp

※広報部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               

   E-mail    koto.volleyball.koho@gmail.com

 ※総務部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　

   E-mail    koto_volleyball_soumu@yahoo.co.jp

※競技部(家庭婦人)

   E-mail    koto.mamasan.kyougibu@gmail.com



一 ＭＪクラブ 葵クラブ ＴＯＭクラブ ｊａｍ ｂｅｒｒｙ

部 愛宕クラブＡ フジクラブ 二亀クラブA さつきクラブA

二 ミセスマジック ｊａｍ ファジィクラブ ハピネス

部 コスモスクラブ 南クラブA 美ららクラブA

三 さくらクラブ MOUクラブ PAL 深川クラブ

部 七友クラブ 二大クラブ 明和クラブ

四 グリーンクラブ 明治クラブ すみれクラブ 三亀クラブ北

部 ＷＨＩＴＥ 数矢クラブA SHINBA SGクラブ

五 NOAH 茜クラブ さつきクラブB あゆみクラブ

部 愛宕クラブB サクセスクラブ 三亀クラブB 友愛クラブ

六 東砂クラブ 水無月クラブ 朋友倶楽部 KMC

部 二亀クラブB BEAMS ウィズクラブ

七 南クラブＢ 美ららクラブＢ 飛影クラブ たつみクラブ

部 深一クラブ さつきクラブC

八 SUNクラブ 数矢クラブB

部

休部チーム（７）

廃部チーム（３）

東川クラブ 潮クラブ 南友クラブ

令和４年度　　部別ランキング


