
令和 2 年度九州大学バレーボール連盟  

常任理事会・専門委員会・理事会 

２ 審議資料 

開催日時：令和 3 年 1 月 11 日    開催方法：Zoom（オンライン） 

常任理事会 12：00~  専門委員会  13：00~   理事会  14：00~   

議事次第 

審議事項 

（１）総務委員会 令和 2 年度一般会計及び特別会計中間報告書（案）（P１） 

          令和 2 年度九州ビーチバレーボール委員会収支決算書（案）（P２） 

          令和 3 年度一般会計及び特別会計予算書（案）（P３） 

          令和元-2 年度連盟役員一覧（P４－P５） 

          令和 3-4 年度連盟役員一覧（案）（P６－Ｐ７） 

（２）競技委員会 令和３年度九州大学バレーボール連盟大会事業計画（案）（P８） 

          九州大学バレーボール日程主催事業日程（案）（P９－P１０） 

（３）強化委員会 令和３年度 九州学連強化事業計画（案）（P１１） 

（４）ビーチバレー委員会 九州ビーチバレー大学男女リーグ戦 確認事項（P１１－P１２） 

（５）審判委員会  

（６）代表委員会 

（７）リーグ改革ワーキンググループ（WG）の設置について（P１２） 

 

 

 

 



- 1 - 
 

（１）総務委員会 令和 2 年度一般会計及び特別会計中間報告書 
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令和２年度 九州大学ビーチバレーボール委員会 収支決算書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入(510674)－支出(¥158949)＝351725       残金は次年度へ繰り越します。 

以上のとおり相違ありません。       2020年１２月 1０日                                      

        九州学連ビーチバレー委員会      委員長   寺田 健次郎 

 

 

 

 

 

 

項目 収入 支出 備考 

前年度繰り越し 341672   

参 加 費  

 

6９000 

 

 

 

 鹿児島大会 

男子 6000×1１チーム 

女子 3000×１チール 

 

沖縄大会 

大会中止 

助 成 金 100000   

ビーチボール 

ボールケース 

 95400 

 

 

 

飲 食 費 

 

返金 

宿泊費 

事務代 

 4391 

 

3000 

   10674 

   5004  

8/22    3160 

8/23    1231 

     

       

事務 5004  

交 通 費  

１6000 

 

鹿児島大会 

5000×２名 

3000×２名 

 

 

雑 費  
24480 

 

 

沖縄大会打合せ  

 

２  利息 

合 計 510674 158949  
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令和元‐２年度九州大学バレーボール連盟役員一覧 

名誉会長  吉居 三郎 

会  長  秋峯 良二         

副 会 長  山口 信夫     

名誉顧問  庭木 守彦 

顧    問  松永 淳一 山本 勝昭   

参    与  濱元 盛正      

理 事 長  原 巌（九州産業大学）        

副理事長  池上 寿伸（佐賀大学）        

常任理事   濱田 幸二（総務委員長・鹿屋体育大学） 山本 晋五（審判委員長） 

米沢 利広（強化委員長・福岡大学）     末吉 靖宏（競技委員長・鹿児島大学） 

寺田 健次郎（ビーチバレーボール委員長・熊本学園大学） 大保 岳（代表委員会委員長・西日本工業大学） 

徳丸 祐真（代表委員会副委員長・福岡大学） 中島 咲愛（代表委員会副委員長・鹿屋体育大学）  

理    事           

 県学連推薦理事          

角南 良幸（福岡県・福岡女学院大学）       松本 勇治（佐賀県・佐賀女子短期大学） 

宮良 俊行（長崎県・長崎国際大学）        坂本 将基（熊本県・熊本大学） 

岡内 優明（大分県・大分大学）          武隈 晃  （鹿児島県・鹿児島大学）  

上地 武昭（沖縄県・沖縄大学）           山本 晋五（宮崎県・延岡市役所）  

 学識経験理事          

宮嶋 郁恵（福岡女子短期大学）          久保田 もか（長崎大学） 

柳井 義裕（日本経済大学）            熊野 晃三（長崎純心大学）   

 学生理事        

大保 岳   （九州学連委員長・西日本工業大学） 

平井 穂嵩  （九州学連副委員長・長崎国際大学） 中島 咲愛（九州学連副委員長・鹿屋体育大学） 

中島 章太郎 （佐賀県学連委員長・佐賀大学）   平井 穂嵩（長崎県学連委員長・長崎国際大学） 

橘 早紀   （熊本県学連委員長・熊本学園大学） 音成 里風（大分県学連委員長・大分大学） 

平井 碧   （宮崎県学連委員長・宮崎大学）   野中 康稀（鹿児島県学連委員長・鹿児島国際大学） 

城間 秀弥  （沖縄県学連委員長・琉球大学）   徳丸 祐真（福岡県学連委員長・福岡大学） 

 監    事                     

田島 祐治   （志學館大学）       山下 詩織（志學館大学） 
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令和元-２年度九州大学バレーボール連盟役員一覧（各種委員会委員） 

                

【総務委員会】         

委 員 長    濱田 幸二（鹿屋体育大学）        

副委員長    角南 良幸（福岡女学院大学）・熊野 晃三（長崎純心大学）      

庶務担当    坂中 美郷（鹿屋体育大学）・吉田 萌子（鹿屋体育大学） 

会計担当    中島 咲愛（鹿屋体育大学）・徳丸 裕真（福岡大学） 

広報担当    角南 良幸（福岡女学院大学）   

登録担当    宮良 俊行（長崎国際大学）・山下 菜々香（長崎国際大学） 

 

【強化委員会】         

委 員 長    米沢 利広（福岡大学） 

男子強化委員長 坂本 亘（長崎国際大学） 

女子強化委員長 篠木 賢一（西南女学院大学） 

男子強化委員  松尾 三紀（西日本工業大学）・宮本 守（九州共立大学）・増村 雅尚（崇城大学） 

女子強化委員  松本 勇治 （佐賀女子短期大学）・俵 尚申（九州共立大学）・坂中 美郷（鹿屋体育大学） 

 

【競技委員会】         

委 員 長    末吉 靖宏（鹿児島大学）       

副委員長    篠木 賢一（西南女学院大学） 

委    員    松本 慶明（熊本学園大学）・田島 祐治（志學館大学）・ 

山口 嗣之（西日本工業大学）・宮良 俊行（長崎国際大学） 

 

【審判委員会】         

委 員 長    山本 晋五（宮崎県・延岡市役所） 

副委員長    加治 健男・柳井 義裕（日本経済大学）・中馬 義郎（日向学院高校）    

委    員    岡内 優明（大分大学）・代居 正巳（佐賀工業高校）・須藤 義宏（平尾中学校）  

江口 祐介（熊本学園大学）・中島 俊介（長崎国際大学） 

 

【ビーチバレー委員会】        

委 員 長    寺田 健次郎（熊本学園大学）        

副委員長    久保田 もか（長崎大学）・宮良 俊行（長崎国際大学） 

委    員    江口 祐介（熊本学園大学）・黒原 貴仁（鹿児島女子短期大学）・福迫 美佳子（志學館大学） 

        北郷 志穂（鹿児島女子短期大学）・長山 竜也（名桜大学） 

 

【代表委員会】         

委 員 長    大保 岳 （西日本工業大学）        

副委員長    平井 穂嵩（長崎国際大学）・中島 咲愛（鹿屋体育大学）   

委    員    中島 章太郎（佐賀大学）・平井 穂嵩（長崎国際大学） 

        橘 早紀（熊本学園大学）・平井 碧（宮崎大学） 

        音成 里風（大分大学）・城間 秀哉（琉球大学）・鳥越 仁太（鹿児島国際大学） 

徳丸 裕真（福岡大学・男子１部リーグ運営委員会） 

 中島 咲愛（鹿屋体育大学・女子１部リーグ運営委員会） 

 

【リーグ運営担当理事】        

濱田 幸二 （春季男子リーグ鹿児島大会） 濱田 幸二（春季女子リーグ沖縄大会） 

 寺田 健次郎（秋季男子リーグ宮崎大会）  濱田 幸二（秋季女子リーグ大分大会） 
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令和 3-４年度九州大学バレーボール連盟役員一覧 

会  長  秋峯 良二         

副 会 長  山口 信夫     

名誉顧問  庭木 守彦 

顧    問  松永 淳一 山本 勝昭   

参    与  濱元 盛正      

理 事 長  原 巌（九州産業大学）        

副理事長  池上 寿伸（佐賀大学）        

常任理事   濱田 幸二 （総務委員長・鹿屋体育大学）     山本 晋五（審判委員長・延岡市役所） 

坂本 亘  （強化委員長・長崎国際大学）     松本 勇治（競技委員長・佐賀女子短期大学） 

寺田 健次郎（ビーチ委員長・熊本学園大学）    大保 岳（代表委員会委員長・西日本工業大学） 

平井 穂嵩 （代表委員会副委員長・長崎国際大学） 中島 咲愛（代表委員会副委員長・鹿屋体育大学）  

理    事           

 県学連推薦理事          

角南 良幸（福岡県・福岡女学院大学）       松本 勇治（佐賀県・佐賀女子短期大学） 

宮良 俊行（長崎県・長崎国際大学）        坂本 将基（熊本県・熊本大学） 

岡内 優明（大分県・大分大学）          田島 祐治（鹿児島県・志學館大学）  

松田 勇 （沖縄県・名桜大学）           徳永 洋行（宮崎県・宮崎市役所）  

 学識経験理事          

宮嶋 郁恵（福岡女子短期大学）          久保田 もか（長崎大学） 

柳井 義裕（日本経済大学）            熊野 晃三（長崎純心大学）   

 学生理事        

大保 岳   （九州学連委員長・西日本工業大学） 

平井 穂嵩  （九州学連副委員長・長崎国際大学） 中島 咲愛（九州学連副委員長・鹿屋体育大学） 

過能 悠太  （福岡県学連委員長・福岡大学）   中島 章太郎（佐賀県学連委員長・佐賀大学）    

橘 早紀   （熊本県学連委員長・熊本学園大学） 音成 里風（大分県学連委員長・大分大学） 

萩原 崚   （宮崎県学連委員長・宮崎大学）   山本 祐大（鹿児島県学連委員長・鹿児島大学） 

新垣 尊純  （沖縄県学連委員長・琉球大学） 

 監    事                     

田島 祐治   （志學館大学）   飛賀 由紗  （志學館大学） 
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令和 3-４年度九州大学バレーボール連盟専門委員会委員一覧 
 

【総務委員会】         

委 員 長    濱田 幸二（鹿屋体育大学）        

副委員長    熊野 晃三（長崎純心大学）     

庶務・広報担当 坂中 美郷（鹿屋体育大学）・吉田 萌子（鹿屋体育大学） 

会計担当    中島 咲愛（鹿屋体育大学）・過能 悠太（福岡大学） 

登録担当    宮良 俊行（長崎国際大学）・山下 菜々香（長崎国際大学）  

 

【強化委員会】         

委 員 長    坂本 亘（長崎国際大学） 

男子強化委員長 坂本 亘（長崎国際大学） 

女子強化委員長 篠木 賢一（西南女学院大学） 

男子強化委員  松尾 三紀（西日本工業大学）・宮本 守（九州共立大学）・増村 雅尚（崇城大学） 

女子強化委員  米沢 利広（福岡大学）・俵 尚申（九州共立大学）・坂中 美郷（鹿屋体育大学） 

 

【競技委員会】         

委 員 長    松本 勇治 （佐賀女子短期大学） 

副委員長    角南 良幸（福岡女学院大学） 

委    員    末吉 靖宏（鹿児島大学）・松本 慶明（熊本学園大学）・田島 祐治（志學館大学） 

山口 嗣之（西日本工業大学）・宮良 俊行（長崎国際大学） 

 

【審判委員会】         

委 員 長    山本 晋五（宮崎県・延岡市役所） 

副委員長    加治 健男・柳井 義裕（日本経済大学）・林 淳一（大分エレクトリック）   

委    員    岡内 優明（大分大学）・中馬 義郎（日向学院高校）・須藤 義宏（平尾中学校）  

 

【ビーチバレー委員会】        

委 員 長    寺田 健次郎（熊本学園大学）        

副委員長    久保田 もか（長崎大学）・宮良 俊行（長崎国際大学） 

委    員    福迫 美佳子（志學館大学）・長山 竜也（名桜大学）・梶居俊宏（鹿児島女子短期大学） 

    

【代表委員会】         

委 員 長    大保 岳   （西日本工業大学） 

副委員長    平井 穂嵩  （長崎国際大学） ・ 中島 咲愛（鹿屋体育大学） 

委    員    平井 穂嵩 （長崎県学連委員長・長崎国際大学） ・ 過能 悠太 （福岡県学連委員長・福岡大学） 

   中島 章太郎（佐賀県学連委員長・佐賀大学） ・   橘 早紀  （熊本県学連委員長・熊本学園大学） 

 音成 里風 （大分県学連委員長・大分大学） ・   萩原 崚   （宮崎県学連委員長・宮崎大学） 

 山本 祐大 （鹿児島県学連委員長・鹿児島大学） ・ 新垣 尊純  （沖縄県学連委員長・琉球大学） 

 

【リーグ運営担当理事】        

           坂本 亘 （春季男子リーグ長崎大会）  池上 寿伸（春季女子リーグ佐賀大会） 

    寺田健次郎（秋季男子リーグ福岡大会）  濱田 幸二（秋季女子リーグ熊本大会） 
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（２）競技委員会 

令和３年度 九州大学バレーボール連盟事業計画 

 

●九州大学春季バレーボール男子リーグ戦 

1部リーグ第 1週  ４月２４日（土）～２５日（日）：熊本学園大学 

1部リーグ第 2週   ５月 １日（土）～ ３日（月）：西日本工業大学 

本大会     ５月２０日（木）～２３日（日）：長崎県 

 

●九州大学春季バレーボール女子リーグ戦 

1部リーグ第 1週 ４月２４日（土）～２５日（日）：  

佐世保スポーツ広場体育館 

1部リーグ第 2週  ５月 ３日（月）～ ５日（水）： 

鹿屋体育大学 

本大会    ５月１３日（木）～１６日（日）：佐賀県 

 

●九州大学秋季バレーボール男子リーグ戦 

1部リーグ第 1週  ９月２５日（土）～２６日（日）：熊本学園大学 

1部リーグ第 2週  １０月 ９日（土）～１０日（日）：西日本工業大学 

1部リーグ第 3週  １０月１７日（日）：未定 

本大会   １０月２１日（木）～２４日（日）：福岡県 

 

●九州大学秋季バレーボール女子リーグ戦 

1部リーグ第 1週  ９月２５日（土）～２６日（日）：佐世保市文化体育館 

1部リーグ第 2週 １０月 ９日（土）～１０日（日）：鹿児島市 

1部リーグ第 3週  １０月１７日（日）：未定 

本大会   １０月２８日（木）～３１日（日）：熊本県八代市 

 

参考：東京オリンピック R3年 7月 23日（金）から 8月 8日（日） 

三重国体     R3年 10月 1日（金）から  4日（月） 
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令和３年度 九州大学バレーボール連盟 主催事業計画 

2021年度～2026年度（基本ローテーション；作成日：2020年 10月 31日版） 

 

2021年度（令和 3年度）（女子先、男子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ佐賀大会：2021年 5月 13日（木）～16日（日） 

九州大学春季バレーボール男子リーグ長崎大会：2021年 5月 20日（木）～23日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ熊本大会：2021年 10月 14日（木）～17日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ福岡大会：2021年 10月 21日（木）～24日（日） 

 

2022年度（令和 4年度）（男子先、女子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ鹿児島大会：2022年 5月 26日（木）～29日（日） 

九州大学春季バレーボール男子リーグ沖縄大会：2022年 5月 19日（木）～22日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ宮崎大会：2022年 10月 20日（木）～23日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ大分大会：2022年 10月 13日（木）～16日（日） 

 

2023年度（令和 5年度）（女子先、男子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ長崎大会：2023年 5月 18日（木）～21日（日） 

九州大学春季バレーボール男子リーグ佐賀大会：2023年 5月 25日（木）～28日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ福岡大会：2023年 10月 19日（木）～22日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ熊本大会：2023年 10月 26日（木）～29日（日） 

 

2024年度（令和 6年度）（男子先、女子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ沖縄大会：2024年 5月 23日（木）～26日（日） 

九州大学春季バレーボール男子リーグ鹿児島大会：2024年 5月 16日（木）～19日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ大分大会：2024年 10月 24日（木）～27日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ宮崎大会：2024年 10月 17日（木）～20日（日） 

 

2025年度（令和 7年度）（女子先、男子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ佐賀大会：2025年 5月 15日（木）～18日（日） 

九州大学春季バレーボール男子リーグ長崎大会：2025年 5月 22日（木）～25日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ熊本大会：2025年 10月 16日（木）～19日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ福岡大会：2025年 10月 23日（木）～26日（日） 

 

2026年度（令和 8年度）（男子先、女子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ鹿児島大会：2026年 5月 21日（木）～24日（日） 

九州大学春季バレーボール男子リーグ沖縄大会：2026年 5月 14日（木）～17日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ宮崎大会：2022年 10月 22日（木）～25日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ大分大会：2026年 10月 15日（木）～18日（日） 
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九州大学バレーボール連盟 主催事業日程 

2021年度～2026年度（実施計画案：変更日：2020年 12月 19日版） 

 

2021年度（令和 3年度）（原則女子先、男子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ佐賀大会：2021年 5月 13日（木）～16日（日） 

九州大学春季バレーボール男子リーグ長崎大会：2021年 5月 20日（木）～23日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ熊本大会：2021年 10月 28日（木）～31日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ福岡大会：2021年 10月 21日（木）～24日（日） 

 

2022年度（令和 4年度）（原則男子先、女子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ鹿児島大会：2022年 5月 26日（木）～29日（日）  

九州大学春季バレーボール男子リーグ沖縄大会：2022年 5月 19日（木）～22日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ宮崎大会：2022年 10月 20日（木）～23日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ大分大会：2022年 10月 13日（木）～16日（日） 

 

2023年度（令和 5年度）（原則女子先、男子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ長崎大会：2023年 5月 25日（木）～28日（日） 

九州大学春季バレーボール男子リーグ佐賀大会：2023年 5月 18日（木）～21日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ福岡大会：2023年 10月 19日（木）～22日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ熊本大会：2023年 10月 26日（木）～29日（日） 

 

2024年度（令和 6年度）（原則男子先、女子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ沖縄大会：2024年 5月 16日（木）～19日（日） 

九州大学春季バレーボール男子リーグ鹿児島大会： 2024年 5月 23日（木）～26日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ大分大会：2024年 10月 24日（木）～27日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ宮崎大会：2024年 10月 17日（木）～20日（日） 

 

2025年度（令和 7年度）（女子先、男子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ佐賀大会：2025年 5月 15日（木）～18日（日） 

九州大学春季バレーボール男子リーグ長崎大会：2025年 5月 22日（木）～25日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ熊本大会：2025年 10月 16日（木）～19日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ福岡大会：2025年 10月 23日（木）～26日（日） 

 

2026年度（令和 8年度）（男子先、女子後） 

九州大学春季バレーボール女子リーグ鹿児島大会：2026年 5月 21日（木）～24日（日） 

九州大学春季バレーボール男子リーグ沖縄大会：2026年 5月 14日（木）～17日（日） 

九州大学秋季バレーボール女子リーグ宮崎大会：2026年 10月 22日（木）～25日（日） 

九州大学秋季バレーボール男子リーグ大分大会：2026年 10月 15日（木）～18日（日） 
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（３）強化委員会 

2021 年度 九州学連 強化事業計画 

１ 女子サマーキャンプ 

  日時：2021 年 8 月 26 日（木）～29 日（日） 

  場所：福岡大学第 2 記念会堂 

  （九州学連 審判講習、トレーナー講習会予定） 

２ 女子スプリングキャンプ 

  日時：2022 年 3 月下旬 

  場所：えびの市 

  （九州学連 審判講習会予定） 

３ 西日本大学バレーボール男子学連選抜対抗戦 

  日時：2021 年 8 月下旬 

  場所：愛知学院大学(予定) 

４ 西日本大学バレーボール女子学連選抜対抗戦 

  日時：2021 年 12 月下旬 

  場所：天理大学(予定) 

 

（４）ビーチ委員会 

九州ビーチバレー大学男女リーグ戦 確認事項 

沖縄県大学バレーボール連盟より「九州ビーチバレー大学男女リーグ戦」について確認したい旨連絡があっ

た． 

【大会の趣旨】 

(目的) 

 九州各地域から出場者を募り、ビーチバレーボールの啓蒙、選手の技術向上、また大学生の大会であること

から、教育的な観点も含め開催の目的が推測されるが、その目的は明確であるのか。 

(規模) 

   九州大会として開催される場合には、本来各九州地区からの出場が見込める大会であるべきであるが、各地

域の選手は出場する意思がどの程度あるか。 

 

【大会の管理体制】 

(役員・責任の所在)  

主催が九州学連である場合、大会長及び全責任は九州学連にあるものとし、主管団体がその大会運営の責務

を預かる体制となる認識ですが、本大会の組織体制はどのようになっているか。 

(後援依頼)  

   後援団体に沖縄県協会を含めているが、主催者からの後援依頼が必要となります。 

(審判派遣) 
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  公式大会の場合、審判長を配置しビーチバレーの公認審判を配置する必要があるが、選手同士での審判とな

るのか。 

(競技委員長) 

 大会の運営に競技委員が必要であるが競技委員長は沖縄県学連で担うか。 

(収支予算書） 

会場借用、消耗品など、運営に必要とする費用の収支予算書が分からないが、参加費のみで賄うのか。ま

た、予防対策にアルコール消毒の設置など、ある程度の費用も必要とされる。 

(コロナ感染予防対策) 

 沖縄県内では、コロナ感染者が増加の傾向にあるため、 野外スポーツとはいえある程度の予防策が必要

となる。不特定多数の一般者が出入りするビーチの会場では、感染予防対策に限界が予測される。また、ガイ

ドラインに従った形で開催しても、なお感染者が出た場合のその責任はどの組織で負い、事態収束など対応は

どの組織が責任を負うのか。 

(その他)  １、表彰の内容(副賞含む) 

       ２、派遣等の有無 

    ３、成績等の広報 

（５）審判委員会 

（６）代表委員会 

（７）リーグ改革ワーキンググループ（以下：WG）設置について 

目的は今年度新型コロナウィルス（COVID-19）感染拡大により，男女ともに春秋両リーグ戦が中止と

なり，九州学連としての競技活動が中止となりました．また，近年学生の課外活動が多様化し，現行の九

州リーグの開催方式では，参加者及び参加校減少の一因となっていると思われます． 

 そこで，これからの九州リーグの開催方法全般について WG を設置し検討を行う．主に「新型コロナに

負けない競技方法」と「多様化した学生の活動にマッチした競技形態」について原案を作成し，常任理事

会の議を経て本理事会に新リーグを提案することを目的とします． 

構成員：◎濱田幸二（総務委員長），坂本亘（強化委員長），宮良俊行（ビーチ委員会副委員長）， 

大保岳（九州学連代表委員長）                 

◎：ワーキング長 


