
令和４年度 

 

第 10 回常任理事会 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

場所：沖縄市中央公民館 

日時：令和５年 ３月 ２日(木)19:00 

沖縄県バレーボール協会 



 

会 議 次 第 

 

会長あいさつ  会長 大兼康弘 

 

1 議案 

（１）令和４年度第 2 回理事会についえ 

各委員会（総務・競技・審判・指導普及強化委員会） 

Ｒ５年度予算案 

理事会の日程について 

   （２） 

 

２ 報告事項 

（１） 

 

（２） 

 

３ 連絡事項 

 

 

４．その他 

第１回役員選考委員会        ３月  ９日（木） 

第２回役員選考委員会        ３月 １５日（水） 

ヴィンテージ実行委員会       ３月  ９日（木） 

第 2回理事会            ３月 １８日（土） 

 

出席者(22名) 

大兼康弘（ ）平川美知枝（ ）上里 厚（ ）新城 武（ ）田里一美（ ） 

川田 学（ ）平山常仁（ ）大城 正（ ）我謝正精（ ）宇地原 光（ ）

東風平和成（ ）奥住竜馬（ ）平良正和（ ）池田 武（ ）照屋 司（ ）

花城 賢（ ）平良清美（ ）與儀実誠（ ）松田 勇（ ）田里 学（ ） 

濱川 平（ ）事務局長 比嘉健一（ ） 
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第 1号議案 

 

令和５年度 総務委員会事業計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

1. 理事会の円滑な運営 

 

 

2. 常任理事会の円滑な運営 

 

 

3. 総務委員会の組織的運営及び組織拡大 

 

 

4. 令和５年度予算の執行、令和４年度決算、令和５年度予算（案）の作成 

 

 

5. 令和５年度表彰式（表彰委員会と連携）愛好者の集いの運営・会場確保 

表彰物品等の手配・連絡等 

 

 

6. パナソニックパンサーズホームゲームの企画・運営 

 

 

7. 全日本女子合宿及び紅白試合の企画・運営（予定） 
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期日 予定会場 〆切 申込み 代表者会 大会長 大会委員長 競技委員長 審判委員長 総務委員長 主管

1 協会

2 協会

3 協会

4 協会

5 6/17･18予定 豊見城市民体育館

6 7/1～10予定 豊見城市民体育館

7 7/31～8/6予定 豊見城市民体育館

8 9/4～15予定 豊見城市民体育館

9 ビーチ

10 11/18・19 沖縄市体育館 9/11 花城　賢 本部 仲宗根純一 花城　賢 宮里博一 宮里淳二 知花孝幸 ソフト

1 4/8 西原町民体育館 協会

2 4/9 名護21世紀の森 與儀尚哉 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 実連

3 4/15～17 那覇市民体育館 他 4/6 福原悠二 4/10 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 高校

4 4/29・30・5/1 西原町民　他 4/15 池田　武 4/21 大兼康弘 川田　学 仲盛　令 下地　覚 加藤賢治 中学

5 與儀尚哉 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 実連

6 5/7 調整中 東江将也 玉城　仁 新垣尊純 大城直人 船越清花 港川流 学連

7 5/14 那覇市民体育館 内間　孝 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 マスター

8 5/28 うるま市内小学校 5/15 町田美和 5/20 仲桝竹美 平川美知枝 町田美和 新田貴代 平川洋子 ママ

9 5/27～30 那覇市民体育館 他 5/10 高体連 5/11 高体連 高体連 平良正和 大城由美子 島袋小百合 高校

10 6/3 宜野湾高校 第2体育館 5/10 高体連 6/3 高体連 高体連 平良正和 大城由美子 島袋小百合 高校

11 6 月調整中 内間　孝 阿波連侑 與儀実誠 内間　孝 與儀尚哉 仲野紀雄 マスター

12 調整中 調整中 與儀尚哉 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 実連

13 6/19 名護21世紀の森 6/14 與儀尚哉 6/14 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 実連

14 6/24・25 豊見城市民 5/28 西俣尚志 6/18 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 小連

15 7/1･2 調整中 大城　正 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 協会

16 8/11・12 那覇市民 7/24 町田美和 8/3 仲桝竹美 平川美知枝 町田美和 新田貴代 平川洋子 ママ
17 7/10 名護21世紀の森 6/25 與儀尚哉 7/6 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 実連

18 7/22～24 西原町民他 6月中旬 中体連 7/21 中体連 部長池田武 仲盛　令 下地　覚 加藤賢治 中学

19 7/29・30 名護21世紀の森 調整中 7/2 西俣尚志 7/16 確認中 野崎俊彦 新城敏正 西　和成 照屋　司 小連

20 調整中 調整中 與儀尚哉 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 実連

21 8/14・16 豊見城市民・那覇市民 他 7/24 福原悠二 7/31 大兼康弘 川田　学 宮城賢志 大城由美子 島袋小百合 高校

22 7/29 那覇市民 7/14 町田美和 7/22 仲桝竹美 平川美知枝 町田美和 新田貴代 平川洋子 ママ
23 調整中 調整中 與儀尚哉 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 実連

Ｂクラス 9/4 名護21世紀の森、他

Ａクラス 9/11 名護21世紀の森、他

25 9/3 浦添市小中学校 8/21 町田美和 9/3 仲桝竹美 平川美知枝 町田美和 新田貴代 平川洋子 ママ

26 9/24 豊見城市民 内間　孝 阿波連侑 與儀実誠 内間　孝 與儀尚哉 仲野紀雄 マスター

27 9/25 名護21世紀の森　他 9/16 與儀尚哉 9/20 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 実連

28 8月20日 西原町民 8/7 町田美和 8/13 仲桝竹美 平川美知枝 町田美和 新田貴代 平川洋子 ママ
29 10/8 調整中 東江将也 玉城　仁 新垣尊純 大城直人 船越清花 港川流 学連

30 6/18 中頭地区小中学校 6/5 町田美和 6/18 仲桝竹美 平川美知枝 町田美和 新田貴代 平川洋子 ママ
31 9/17・18 豊見城市民 調整中 県体協 調整中 確認中 野崎俊彦 新城敏正 西　和成 照屋　司 小連

32 10/28～30･11/3 豊見城市民体育館　他 9/20 福原悠二 9/27 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 高校

33 11/4 宜野湾高校 第2体育館 10/4 高体連 11/4 高体連 高体連 平良正和 大城由美子 島袋小百合 高校

34 11/12・13 調整中 10/14 金城幸憲 10/21 大兼康弘 川田　学 仲盛　令 下地　覚 加藤賢治 中学

35 11/25・26 石垣市総合･石垣第二中 県体協 県体協 県体協 実連

36 12/9～12 21世紀の森体育館 他 11/8 福原悠二 11/15 高体連 高体連 平良正和 大城由美子 島袋小百合 高校

Ｂクラス 12/18 調整中

Ａクラス 12/25 ANA ARENA 浦添

38 ’24 1/6・7・8 那覇市民体育館 12/3 西俣尚志 12/17 大兼康弘 野崎俊彦 新城敏正 西　和成 照屋　司 小連

39 1/7～9 ２１世紀の森　他 12/9 池田　武 12/16 大兼康弘 川田　学 仲盛　令 下地　覚 加藤賢治 中学

40 1/20～22 那覇市民体育館 他 12/13 福原悠二 12/20 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 高校

41 1/29 名護2１世紀の森、他 1/20 與儀尚哉 1/29 宮里真行 玉那覇博志 與儀尚哉 濱川　平 石川　進 実連

42 2/4・5・11 那覇市民他 1/20 池田　武 1/26 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 中学

43 2/3・4 ２１世紀の森 1/22 町田美和 1/27 仲桝竹美 平川美知枝 町田美和 新田貴代 平川洋子 ママ
44 ’24 2/23・24 ANA ARENA 浦添 1/14 西俣尚志 1/21 大兼康弘 野崎俊彦 新城敏正 西　和成 照屋　司 小連

45 2/25 ANA ARENA 浦添 2/2 内間　孝 2/14 阿波連侑 與儀実誠 内間　孝 與儀尚哉 仲野紀雄 マスター

Ｂクラス 3/12 名護2１世紀の森　他

Ａクラス 3/19 名護2１世紀の森　他
47 毎月開催予定 浜川直洋 大兼康弘 川田　学 湧川朝貴 呉屋一輝 我謝正精 ﾋﾞｰﾁ

48 6/4･5 調整中 浜川直洋 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 ﾋﾞｰﾁ

49 7/9・10 西原きらきらビーチ（予定） 安次富芳美 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 ﾋﾞｰﾁ

50 6/26 豊崎美らSUNビーチ ＲＢＣ 玉城　仁 田里　学 湧川朝貴 呉屋一輝 我謝正精 ﾋﾞｰﾁ

51 11/6 西原きらきらビーチ（予定） 安次富芳美 玉城　仁 田里　学 湧川朝貴 呉屋一輝 我謝正精 ﾋﾞｰﾁ

52 調整中 西原きらきらビーチ 安次富芳美 大兼康弘 川田　学 湧川朝貴 呉屋一輝 我謝正精 ﾋﾞｰﾁ

53 6/11 ANA ARENA 浦添 5/29 花城　賢 6/5 大兼康弘 川田　学 大城　正 我謝正精 平山常仁 ソフト

54 6/18 浦添市牧港小学校体育館 6/12 花城　賢 本部 仲宗根純一 花城　賢 宮里博一 宮里淳二 知花孝幸 ソフト

55 8/20 那覇市民体育館及び会議室 6/1 花城　賢 本部 仲宗根純一 花城　賢 宮里博一 宮里淳二 知花孝幸 ソフト

56 9/16 県立武道館 8/28 花城　賢 本部 仲宗根純一 花城　賢 宮里博一 宮里淳二 知花孝幸 ソフト

57 10月予定 未定 花城　賢 10/18 仲宗根純一 花城　賢 宮里博一 宮里淳二 知花孝幸 ソフト

体育館は豊見城市役所で押さえている　　現在未決定

第２６回県スポーツレクリｴーション祭ｿﾌﾄﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ大会

第３４回ビーチバレーOKINAWA2022兼国体選手選考会

第２５回県スポレク祭ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ大会2022

第２４回吉田ｶｯﾌﾟ 沖縄製粉ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ2022
第２回八重泉杯 全国ソフトバレーフェスティバル沖縄県予選大会

第１４回ねんりんピック ソフトバレーボール沖縄大会

12/13

第１６回リウボウカップ・ママさん大会

定通制秋季大会

令和５年度沖縄県スポーツ少年団バレーボール交流大会

第９回沖縄県ママさんことぶき・おふく交流大会

令和５年度第４６回りゅうぎんカップ沖縄県小学生バレーボール大会

第４０回OTV杯九州中学校選抜優勝大会県予選

第１３回全国ママさん冬季大会県予選会

沖縄県大学秋季リーグ

第１７回沖縄県Ｕ-１４クラブチャンピオンシップ男子大会

第２８回ＲＢＣビーチバレー大会

3/3

第４７回名護市長杯９人制実業団体会

ソフトバレーボールアクティブリーダー研修会・講習会

九州ブロック総合・ソフトバレーフェスティバルメンズ県予選大会

ビーチバレークリニック（中・高・大学生対象）

国体選手第１次選考会

競技会名

デフバレーボール日本代表合宿

第１回　理事会

表彰式・愛好者懇親会

第２回　理事会

第62回全沖縄中学校選手権大会

県高校総体

全日本実業団９人制県予選大会

全国ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2023･全国ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ8's県予選

指導普及強化推進協議会

県審判伝達講習会

平安杯九州総合９人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会

２０２３年度 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 九州ﾌﾞﾛｯｸ･総合ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ沖縄大会

Panasonic PANTHERS 合宿

JVAジャパンビーチバレーボールツアー ２０２２沖縄大会　？

全日本女子合宿

全日本男子合宿　　

天皇杯・皇后杯全日本選手権大会沖縄県ラウンド

定通制夏季大会

8/308/26

第９８回沖縄県ﾏｽﾀｰｽﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ離島大会

46 第９６回全沖縄９人制実業団リーグ大会

沖縄プラント工業杯第５０回沖縄県ママさん選手権大会

第７回JA共済ジュニアバレーボールフェスタ

第101回沖縄県ﾏｽﾀｰｽﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

第29回 県高校1年生大会

第54回琉球放送旗争奪中学校新人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

KBC学園杯 第72回 県高校冬季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会

第100回沖縄県ﾏｽﾀｰｽﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

全日本９人制総合男女選手権大会県予選

37 第４０回阿波連杯９人制実業団選手権大会

第76回 全日本バレー高等学校県予選大会

県高校新人大会

第７５回県民体育大会

第３５回全国ママさんいそじ大会県予選会

 令和４⇒５年度　沖縄県バレーボール協会　競技会等日程 　　　　      　2023. 2.25現在

與儀尚哉 濱川　平 石川　進 実連與儀尚哉 宮里真行 玉那覇博志

アザレアカップ九州･山口9人制クラブ男女選手権大会県予選

24 第９５回全沖縄９人制実業団リーグ大会

平安杯第68回全九州総合選手権大会(高校の部)県予選

おきぎんカトレアカップ第４９回九州ﾏﾏさん優勝大会県予選

県中学総体

第４１回全日本9人制クラブカップ選手権大会県予選

第５４回全国ママさん県予選会

令和５年度第４３回新報児童オリンピックバレーボール大会

令和５年度第４３回全日本バレーボール小学生大会県予選

第２１回全国社会人９人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会県予選

九州クラブ９人制男女優勝大会県予選

沖縄県大学春季リーグ

平安杯成年男女６人制国体予選大会

実連與儀尚哉 宮里真行 玉那覇博志 與儀尚哉3/7 濱川　平

実連玉那覇博志 與儀尚哉 濱川　平 石川　進與儀尚哉 宮里真行12/7

石川　進
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第１号議案 

  

 

令和５年度 沖縄県バレーボール協会 審判委員会 運営方針（案） 

 

 

 公益財団法人日本バレーボール協会 審判規則委員会の令和５年度指針を踏まえ、沖縄県バレーボール協

会 審判委員会は、以下の５項目を運営方針とし諸事業を推進する。  

 

 

１ 審判活動の企画運営 

（１）コンプライアンスを遵守して県内各種競技会でのレフェリー活動を積極的に支援し、競技会の円滑な

運営を行う。 

 

２ 競技規則の理解と審判技術の研修 

（１）県内各種競技会において、選手・指導者を対象にルール及びルールの取扱いについて積極的に説明を

行う。 

（２）県内及び県外各種講習会・研修会を活用し、レフェリーの審判技術の向上を図る。 

 

３ 公認審判員の養成及び派遣 

（１）各カテゴリー（小連、中体連、高体連、学連、実連、マスターズ連、ビーチ連、ママ連）でのレフェ

リーの発掘、特に若手レフェリーの育成を図る。 

（２）子育て世代レフェリーが活動できる環境整備に努める。 

（３）Ｃ級審判員資格認定講習会、Ｂ級審判員資格取得審査会を実施し、公認審判員の拡大を図る。 

（４）Ａ級資格取得審査講習会、Ｂ級審判員講習会受講者の推薦並びに支援を行う。 

（５） 公益財団法人日本バレーボール協会 審判規則委員会「２０２２年度以降の審判員の指導・育成体制」

に基づき、各カテゴリーからの推薦並びに支援を行う。 

（６）県内各種競技会への計画的な公認審判員の派遣実施、並びに九州地区競技会・全国競技会への派遣審

判員の推薦を行う。 

（７）県外各種審判技術強化研修会等へ積極的に参加し、審判技術の向上を図る。 

  

４ 公認審判員の資格認定・更新 

（１）Ａ級審判員、Ａ級候補審判員、技術統計判定員の資格更新手続きを行う。 

（２）Ｂ級・Ｃ級審判員の資格認定を確実に実施し、登録を管理する。 

（３）名誉審判員の推薦を行う。 

 

５ 組織的かつ効率的な運営能力のある審判委員会を目指す。 
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第１号議案

月 日 曜日 会議・活動 場　所 内　容

県審判伝達講習会
西原町民体育館

アリーナ
令和５年度 ６人制・９人制・ビーチ・ソフトのルール
修・改正点及びルール取扱いについて

審査講習会
講師派遣

西原町民体育館 Ｂ級資格取得審査講習会（筆記試験、実技試験）

第１回委員会
西原町民体育館

会議室
県審判伝達講習会総括
Ｂ級資格取得審査講習会（筆記試験）判定会議

審査講習会
講師派遣

【調整中】 Ｂ級資格取得審査講習会（実技試験）

審査講習会
講師派遣

【調整中】 Ｂ級資格取得審査講習会（実技試験）

5月 17日 水 第２回委員会 ＷＥＢ会議 Ｂ級審判員講習会（Ｂ級キャンプ）への推薦について

6月 14日 水 第３回委員会 ＷＥＢ会議 天皇杯・皇后杯全日本選手権県予選について

審判員派遣
研修会

天皇杯・皇后杯全日本選手権県予選大会
※Ｂ級審判員研修会

第４回委員会
Ｂ級資格取得審査講習会（筆記試験、実技試験）
判定会議

8月 16日 水 第５回委員会 ＷＥＢ会議
Ｂ級資格取得審査講習会（筆記試験、実技試験）
判定会議（予）

9月 27日 水 第６回委員会 ＷＥＢ会議 令和５年度派遣審判員参加報告（上半期）

10月 18日 水 第７回委員会 ＷＥＢ会議 第75回沖縄県民体育大会について

15日 水 第８回委員会 ＷＥＢ会議 第75回沖縄県民体育大会について

25～26日 土～日 審判員派遣 石垣市 第75回沖縄県民体育大会

12月 14日 水 第９回委員会 ＷＥＢ会議 令和６年度全国大会派遣審判員の推薦について

1月 17日 水 第10回委員会 ＷＥＢ会議 令和６年度九州大会派遣審判員の推薦について

2月 7日 水 第11回委員会 ＷＥＢ会議 令和６年度県協会審判伝達講習会について

3月 27日 水 第12回委員会 ＷＥＢ会議

令和５年度事業報告・派遣実績について
令和５年度派遣審判員参加報告（下半期）
令和６年度審判委員会運営基本方針（案）について
令和６年度県協会審判伝達講習会について
令和６年度九州大会派遣審判員について
令和６年度全国大会派遣審判員について

11月

令和５年度 審判委員会 事業計画（案）

8日 土

4月

【調整中】

【調整中】

7月 【未定】 【未定】
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第１号議案

【６人制・９人制 九州大会】
大会名 開催地 派遣審判員 資格 所属 備考

全九州総合選手権大会 5/12/(金) ～ 5/14/(日) 大分・大分市他 金城裕弥 AC 実連 （6人制）

野原朝裕 A 高体連 （9人制）

九州高等学校総合体育大会 6/16/(金) ～ 6/18/(日) 大分・別府市他 調整中 A 高体連

九州中学校総合体育大会 8/4/(金) ～ 8/6/(日) 大分・大分市他 調整中 A 中体連

全九州小学生優勝大会 8/25/(金) ～ 8/27/(日) 長崎・長崎市他 調整中 小連

九州ブロック国体 8/25/(金) ～ 8/27/(日) 大分・大分市他 大城由美子 A 高体連 S3レフェリー

渡久地政宏 A 高体連 S3レフェリー

天皇杯・皇后杯全日本選手権九州予選 9/23/(土) ～ 9/24/(日) 佐賀・佐賀市 調整中 A S3レフェリー

九州ママさん優勝大会 11/24/(金) ～ 11/25/(土) 佐賀・鳥栖市 狩俣和美 － ママ連 資格区分なし

久光製薬杯 全九州選抜高等学校大会 2/9/(金) ～ 2/11/(日) 佐賀・鳥栖市他 調整中 A 高体連

調整中 A 高体連

京王観光杯 九州中学校選抜優勝大会 3/23/(土) ～ 3/25/(月) 福岡・福岡市 調整中 A 中体連

【６人制・９人制 全国大会】
第43回全日本小学生大会 8/7/(月) ～ 8/10/(木) 東京・神奈川・埼玉・千葉 島袋信幸 B 小連 ブロック指名

第53回全日本中学校選手権大会 8/20/(日) ～ 8/23/(水) 愛媛・松山市他 下地　覚 A 中体連 ブロック推薦

第78回特別国民体育大会 10/8/(日) ～ 10/11/(水) 鹿児島・鹿屋市他 大城由美子 A 高体連 ブロック指名

渡久地政宏 A 高体連 ブロック支援

第42回全日本9人制クラブカップ女子選手権大会 8/11/(金) ～ 8/14/(月) 福岡・福岡市 濱川　平 A 実連 ブロック指名

第23回日本スポーツマスターズ2022 9/16/(土) ～ 9/19/(火) 福井・福井市他 松倉　亨 A 実連 ブロック推薦

【ビーチバレーボール 九州・全国大会】
2023ジャパンビーチバレーボールツアー（ＢＶＴ１） 4月 ～ 11月 全国各地 新城　武 RI ビーチ連 JVA派遣審判委員長

我謝正精 AIR ビーチ連 JVA派遣競技委員長、審判員

呉屋一輝 A ビーチ連 JVA派遣

與儀尚哉 A 実　連 JVA派遣

第35全日本ビーチバレー大学男女選手権大会 8/8/(火) ～ 8/10/(木) 神奈川・川崎市 與儀尚哉 A 実　連 本部指名

マドンナカップ ビーチバレー女子ジュニア選手権大会 8/10/(木) ～ 8/13/(日) 愛媛・伊予市 大嶺理香 A ビーチ連 ブロック推薦

第37回ビーチバレージャパン 8/11/(金) ～ 8/13/(日) 神奈川・藤沢市 新城　武 RI ビーチ連 JVA派遣審判委員長

與儀尚哉 A 実　連 ブロック推薦

呉屋一輝 A ビーチ連 ブロック推薦

第78回特別国民体育大会 9/16/(土) ～ 9/19/(火) 鹿児島・大崎町 新城　武 RI ビーチ連 JVA派遣審判委員長

我謝正精 AIR ビーチ連 JVA派遣競技委員長

與儀尚哉 A 実　連 ブロック指名

呉屋一輝 A ビーチ連 ブロック指名

大嶺理香 A ビーチ連 ブロック指名

【研修会・講習会】
宮古地区審判講習会 4/22/(土) ～ 4/23/(日) 調整中 調整中 講師派遣

八重山地区審判講習会 調整中 調整中 講師派遣

１　ＪＶＡ主催
　（１）６人制
全国ラインジャッジクリニック 4/30/(日) ～ 5/2/(火) 大阪・大阪市 調整中 A・B・C 黒鷲旗全日本男女選抜大会

Ｓ３レフェリー技術強化事業（ブロック） 8/25/(金) ～ 8/27/(日) 大分・大分市他 大城由美子 A 高体連 九州ブロック国体

渡久地政宏 A 高体連 九州ブロック国体

9/23/(土) ～ 9/24/(日) 佐賀・佐賀市 調整中 A 天皇杯・皇后杯全日本選手権九州予選

Ａ級候補審判員講習会（ＡＣキャンプ） 8/11/(金) ～ 8/14/(月) 大阪・東大阪市 金城裕弥 AC 実連 近畿大学

Ｂ級審判員講習会（Ｂ級キャンプ） 8/14/(月) ～ 8/16/(水) 大阪・東大阪市 調整中 B 近畿大学

調整中 B 近畿大学

Ａ級審判員技術強化事業 11/28/(火) ～ 11/29/(水) 東京 調整中 A・AC・B 全日本インカレ男子・女子選手権

Ｅスクール（語学研修）６人制・ビーチ合同 未定 當銘　恒平 B 実連 年3回実施

　（２）９人制
Ｎ２レフェリー技術強化事業（ブロック） 未定 未定 A 九州地区9人制女子選抜大会

Ａ級審判技術強化事業 調整中 調整中 A 関東・北信越・中国の各ブロックで開催

９人制レフェリー育成事業 調整中 調整中 A・B・C 各ブロックで開催

　（３）ビーチバレーボール
北海道ブロック講習会 4/2/(日) オンライン 新城　武 RI ビーチ連 JVA派遣講師

九州ブロック講習会 7/1/(土) ～ 7/2/(日) 宮崎・宮崎市 新城　武 RI ビーチ連 JVA派遣講師

Ｂ１レフェリー技術強化事業 4/22/(土) ～ 4/23/(日) 静岡・浜松市 呉屋一輝 A ビーチ連

與儀尚哉 A 実　連

Ｂ２レフェリー技術強化事業（ブロック） 7/1/(土) 7/2/(日) 宮崎・宮崎市 新城　武 RI ビーチ連 JVA派遣講師

呉屋一輝 A ビーチ連

與儀尚哉 A 実　連

ビーチバレーボールレフェリー育成事業 7/21/(金) ～ 7/23/(日) 兵庫・明石市 調整中 A・B・C 全日本ビーチＵ-23男女選抜優勝大会

Ａ級審判技術強化事業 8/8/(火) ～ 8/10/(木) 神奈川・川崎市 新城　武 RI ビーチ連 JVA派遣講師

調整中 A ビーチバレー・ジャパン・カレッジ大会

レフェリーインストラクター講習会 東京 新城　武 RI ビーチ連

令和５年度 審判委員会 派遣審判員計画（案）

開催期間

調整中

未定

調整中

調整中

令和６年３月下旬

未定
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第１号議案

令和５年度 審判委員会 派遣審判員計画（案）

２　九州連盟主催
　（１）６人制

大会名 開催地 派遣審判員 資格 所属 備考

九州ブロック Ａ級審判員講習会 6/24/(土) ～ 6/25/(日) 大分・大分市 調整中 A 大分三好ヴァイセアドラー

九州ブロック Ａ級審判員技術強化研修会 4/22/(土) ～ 4/23/(日) 鹿児島・志學館大 未定 A 九州大学春季男子1部リーグ

4/29/(土) ～ 4/30/(日) 福岡・九産大 未定 A 九州大学春季男子1部リーグ

5/5/(金) ～ 5/7/(日) 福岡・九産大 未定 A 九州大学春季男子1部リーグ

5/18/(木) ～ 5/21/(日) 佐賀・佐賀市 未定 A 九州大学春季男子1部・ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ

5/5/(金) 5/7/(日) 福岡・九産大 未定 A 九州大学春季女子1部リーグ

5/13/(土) ～ 5/14/(日) 鹿児島・鹿屋市 未定 A 九州大学春季女子1部リーグ

5/25/(木) ～ 5/28/(日) 長崎・佐世保市 未定 A 九州大学春季女子1部・ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ

九州ブロック Ａ級審判員技術強化研修会 9/16/(土) ～ 9/18/(月) 福岡・西工大 未定 A 九州大学春季男子1部リーグ

9/30/(土) ～ 10/1/(日) 鹿児島・志學館大学 未定 A 九州大学春季男子1部リーグ

10/14/(土) ～ 10/15/(日) 福岡・九産大 未定 A 九州大学春季男子1部リーグ

10/26/(木) ～ 10/29/(日) 熊本・調整中 未定 A 九州大学春季男子1部・ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ

9/16/(土) ～ 9/18/(月) 鹿児島・調整中 未定 A 九州大学春季女子1部リーグ

9/30/(土) ～ 10/1/(日) 長崎・調整中 未定 A 九州大学春季女子1部リーグ

10/19/(木) ～ 10/22/(日) 福岡・調整中 未定 A 九州大学春季女子1部・ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ

九州ブロック Ｂ級審判員研修会 九州管内各地 當銘恒平 B 実連

大城美生 B 中体連

長濱真実 B 中体連

外間彩紀子 B 高体連

　（２）９人制
九州ブロック Ａ級審判員講習会 未定 松倉　亨 A 実　連 全国大会派遣審判員

濱川　平 A 実　連 全国大会派遣審判員

　（３）ビーチバレーボール
九州ブロック Ａ級審判員講習会 7/1/(土) 7/2/(日) 宮崎・宮崎市 新城　武 RI ビーチ連 JVA派遣講師

與儀尚哉 A 実　連 全国大会派遣審判員

大嶺理香 A ビーチ連 全国大会派遣審判員

呉屋一輝 A ビーチ連 全国大会派遣審判員

３　その他
９人制審判員技術強化事業（日本実連主催） 未定 未定 A・B

ビーチバレーボールレフェリーサポート事業（日本ビーチ連主催） 未定 未定 A・B・C

九州連盟審判委員長会 オンライン 我謝正精 AIR ビーチ連

九州連盟理事長・総務・競技・審判委員長会議 11/25/(土) 沖縄 我謝正精 AIR ビーチ連

全国審判委員長研修会 東京（予定） 我謝正精 AIR ビーチ連

全国６人制審判講習会 東京（予定） 未定

全国９人制審判講習会 大阪（予定） 未定

全国ビーチバレーボール審判講習会 神奈川（予定） 新城　武 RI ビーチ連 ＪＶＡ派遣講師

未定

未定

未定

開催期間

令和６年３月下旬

令和６年３月下旬

令和６年３月下旬

令和６年３月下旬

未定

未定

随時
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令和 5年度 

指導普及強化委員会 

資料挿入予定 

 

会議当日持参 
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令和 5年度予算案資料挿入予定 

 

会議当日持参 
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令和４年 ３月 ２日 

県バレーボール協会 

常任理事 様 

理事 様 

 

 

沖縄県バレーボール協会 

会長 大兼康弘 

（公印省略） 

 

 

令和４年度 第２回理事会の開催について（案内） 

 

 

 

「令和４年度 沖縄県バレーボール協会 第２回理事会」を下記の通り開催いたしますので、公

私ともに忙しい時期とは思いますが、是非ご参加下さいますようお願い申し上げます。 

 

記 

日 時：令和５年 ３月 １８日（土） 

 

場 所：沖縄県体協スポーツ会館 会議室 

 

時 間：１８：００  受付 

１８：３０～ 第２回理事会 
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確認事項 

（１） 今回の地方協会連絡協議会は 中止とさせて頂きます。 

（２） 理事会出席者可否の報告をお願いします。 

下記の QRコードを読み取り出席可否の入力を行い送信して下さい。 

報告〆切  3月１１日（金） 

 

 

 

 

 

 

（３） 理事会を諸事情で欠席される場合は委任状の提出をお願いします。 

委任状の提出方法は下記のいずれかの方法でお願いします。 

① 出席する役員へ委任状を預け会議当日に提出 

② 委任状をメールで送付する。提出先 平山常仁 E-mail hirayamt@open.ed.jp 
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委 任 状 
 

 

 

 

沖縄県バレーボール協会 

会長 大兼康弘  殿 

 

 

 令和４年度沖縄県バレーボール協会第２回理事会について、本来参加すべき

ところですが、以下の事由により参加できないため、議題に関する議決すべて

貴殿に委任致したく存じますので宜しくお願い申し上げます。 

 

事由                                 

 

 

令和  ５  年  月   日  

住所                      

氏名               
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