
令和元年度 栃木県中学校新人体育大会バレーボール競技 代表者会議   R1.10.9 於陽南中 

＊参加申込書提出（地区ごと） ＊旅費支給 ＊V-tochigi代集金 

 ①前年度優勝，準優勝チーム…カップを大会１日目に持参 

① 男子 優勝…宮の原 準優勝…星が丘      女子 優勝…陽東 準優勝…陽南 

  ②要項確認（別紙）    

 ③合同チーム報告 男子 葛生(9)田沼東(1)  

女子 藤岡第二(5)皆川(7)，田沼東(7)田沼西(4)，矢板(8)泉(1)，北押原(13)南押原(4) 

 ④シード校確認～ 

＊令和元年度県総体結果 

 優勝 準優勝 ３位 ４位 ベスト８ 

男子 宮の原（宇） 姿川（宇） 星が丘（宇） 清原（宇） 陽南（宇） 河内（宇） 横川（宇） 古里（宇） 

女子 陽東（宇） 陽南（宇） 鬼怒（宇） 三島（那） 鹿沼東（鹿） 瑞穂野（宇） 久下田（芳） 茂木（芳） 

＊令和元年度新人 各地区順位 

【男子】 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 10位 11位 12位 

宇 河 清原 宮の原 陽南 横川 若松原 陽東 古里 姿川 河内 上河内 国本 星が丘 

下都賀 東陽 石橋 壬生 大平南 大平 都賀 吹上      

塩 谷 氏家 矢板           

佐  野 葛生・田沼東 佐野北 佐野南          

足 利 足利三            

 

【女子】 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 

宇 河 鬼怒 姿川 瑞穂野 陽東 若松原 陽南 宮の原 陽北 陽西 

鹿 沼 鹿沼西 鹿沼東        

日 光 今市         

芳 賀 真岡東 益子 芳賀       

下都賀 栃木東 都賀 大谷 東陽 藤岡一 皆川・藤岡二    

塩 谷 阿久津 氏家        

那 須 大田原 黒磯北 高林 西那須野      

南那須 馬頭         

佐  野 赤見 田沼東・田沼西        

足 利 毛野 足利第二        

⑤公開抽選規約確認    ⑥組合せ抽選 

 ⑦会場使用上の注意 （別紙をよく読むこと） 

・アリーナたぬま １日目 メイン ８：００～１９：００ サブ ～１７：００ 会議室不可。 

         ２日目 メイン・サブ ８：００～１７：００ 会議室 ～１７：００ 

・清原体育館 ８：００～１７：００までの使用。 

 ⑧審判部から  ２日目 １６人 審判派遣。      ⑨委嘱状について 

＊10/18（金）に写真業者が１社入ります。（プロフォートサニー） 

⓪国体決勝視察 JOC男女スタッフ

  ①JOC第33回全国都道府県対抗中学ＶＢ大会について 

   ○天皇杯・皇后杯 関東ブロック栃木大会in清原体育館 台風のため中止。 

    JOC女子関東合宿 13日（日）,14日（月）アリーナたぬま 



    JOC男子強化合宿 13日（日）,14日（月）足大附高 

   〇11月9日（土）春高県予選決勝 清原体育館 女子10:00 男子12:30 試合開始。 

1階に席を設け、観戦。U13,U14,JOCアカデミー,JOC，チームとちぎジュニア（小6） 

     女子9:30 男子12:00までに南入口1階ロビーで受付してください。（県中体連役員が9:00受付開始） 

   ○JOC男子足大附合宿について 山梨と日程が重なったため、山梨で実施。栃木は実施しない。 

○9月8日（日）、11月24日（日）JOC男子 渕江中に行って日笠先生の指導。 

   〇本大会審判派遣 なし。 

   〇JOC壮行会について 12月15日（日）河内体育館 U13,U14壮行試合も実施。 

    選抜選手が所属するチームは、観戦・応援・激励をお願いします。 

  ②強化練習会 11月10日（日） 

〇小中合同ブロック別練習会 宇都宮（陽西中）・真岡芳賀（並松体育館）・上都賀（鹿沼東中） 

下都賀（藤岡一中）・佐野足利（葛生中）・那須（高林中）・南那須塩谷（氏家中） 

   〇小中高合同練習会 男子 足大附高  女子 宇都宮白楊高  

〇情報交換会 18:30～ 於 ホテルニューイタヤ 〆切10/23（水） 地区内取りまとめ→県 

〇2年女子地区選抜対抗戦 11月10日(日) 陽東中 

③V-TOCHIGIについて 11月10日（日）配布。足大附高 、宇都宮白楊高、陽東中 にて配布。 

 ④Ｕ１４大会（男子）について～12/1（日）壬生中、陽南中。申込み〆切10月28日（月）16:30 山口先生へ。 

 ⑤県協会長杯要項について 小学生選抜チーム 男子３、女子２チーム参加予定 

⑥栃木県中学１年生バレーボール大会について 

 小学選抜 宇河 下都賀 芳賀 足利 那須 佐野 鹿沼 南那須 日光 塩谷 佐野足利 合計 

男 選抜 選抜 選抜        選抜 選抜  

３ ５ ４        ２ ２ １６ 

女 選抜 選抜 地区予選 地区予選 地区予選 地区予選 選抜 選抜 選抜 選抜 選抜   

２ ２ ２ ２ １ ２ １ １ １ １ １  １６ 

⑦令和2年度事業一覧(案)について 

⑧県中体連優秀選手、有望選手、協会優秀選手について 

⑨関東中学生長身選手発掘育成練習会 11月24日（日）東京都安田学園中学校 両国中学校 

参加生徒 男子２名 女子７名 

指導者 男子 宮の原中 鈴木T，壬生中 久田T，清原中 横町T 

女子 鬼怒中 勝野T，阿久津中 内田T，北犬飼中 増渕T 

⑩全日本中学生バレーボール第１次選抜強化合宿 10月17日（木）～20日（日）岩手県紫波町オガールベース 

  指導者として、宮の原中鈴木T 参加。 

⑪第5回女子強化練習会 U13,U14女子 JOC女子 参加 11月30日（土） 作新学院高等学校 

 受付8:30 練習会開始9:00 講師 日本オリンピック委員会専任コーチングディレクター 三枝大地 様 

⑫2020茨城関東 1日早まる 5日15時 代表者会議  6日競技（2回戦まで） 7日準々決,準決,決勝,表彰式 

 

 ①各地区から 

 

宇河 下都賀 芳賀 足利 那須 佐野 鹿沼 南那須 日光 塩谷 

          


