
加盟校各位 

平成３０年度についてのお知らせ 

 
１．平成３０年度 JVA－MRS チーム登録 

JVA－MRS 日本バレーボール協会 個人登録管理システム 【https://jvamrs.jp】にて手続きをして

ください。サイトリニューアルに伴い、例年通りの手順ではありません。 

※登録作業は 3/19～（それ以前は稼働していません） となります。 

※チーム登録申請後、承認されるまでに時間がかかることがありますので、ご承知おきください。 

 
これまでの JVA-MRSのログインアカウントを保有されていた方も、JVA-IDを新しく取得して下さい。 

サイトにマニュアルガイドがありますので、ご参照ください。 

 【https://jvamrs.jp/themes/jva/assets/files/guide/registration_guide.pdf】 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・東京都高体連バレーボール女子部への加盟申込の作成は、当部ホームページ 

【http://hstwv.jp/】 からとなります。 
※作成期間は 3/19～4/5（午後12：00までに必ず期間を厳守し完了させてください） です。 

 

【平成３０年度の加盟申込は4/10（火）ブロック主任へ提出、加盟校総会は4/15（日） の予定】 

加盟申込の手続きには、平成３０年度 JVA-MRS チーム登録の手続きを先に行う必要があります。 

以下の書類を３月１１日頃東京都高体連バレーボール専門部女子部事務局より発送する予定です。 

《発送物の内容》 

・東京都高体連加盟登録と東京都高体連バレーボール女子部加盟登録に必要な 

 プリント（加盟校番号とパスワード） 

・総会派遣依頼状 

・総会委任状 

 

《問い合わせ先》 

東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部女子部 総務委員会 

日本大学第一高等学校  菊地 賢二 ０３－３６２５－００２６ 

桐朋女子高等学校    吉川 陽大 ０３－３３００－２１１１ 

まずは ID を取得します。 

3/19（月）以降に稼働予定です。 

 

それまでは、当部への加入コードな

どが発表されません。 

 

3/19（月）以降に各校でサイトをご

覧いただき、マニュアルガイドに従

って登録作業をお願い致します。 

 

なお、マニュアルガイドの閲覧は 

3/19 以前でも可能です。 

事前に今後の流れや手順の確認が

できます。 

https://jvamrs.jp/
http://hstwv.jp/


平成３０年度 東京都高等学校体育連盟バレーボール女子部総会 
 

１．日 時：平成３０年４月１５日（日）  受付開始 午後１時３０分 

開   会  午後２時００分 

閉   会  午後３時００分 

（予定） 

引き続き 審判研究協議会 

 

２．会 場：都立王子総合高等学校 体育館 

・都営三田線「西巣鴨」駅より歩いて 6分 

・都電荒川線「西ヶ原 4丁目」駅より歩いて 4分 

      ・JR京浜東北線・メトロ南北線「王子」駅から歩いて 13分 

      ・JR埼京線「板橋」駅より歩いて 14分 

       

３．議 題： ①平成２９年度決算報告 

②平成３０年度予算案 

③平成３０年度行事予定 

④連絡注意事項（競技委員会・指導普及委員会・審判規則委員会・総務委員会）より 

⑤その他 

 

４．注意事項 

(1) 総会には、加盟する学校の監督・引率責任者・コーチ・主将が、必ず出席する。 

なお、監督が出席できない場合は委任状を申込時または総会当日に提出する。 

(2) 当日希望校には平成３０年度日本バレーボール競技規則・６人制ルールブック、監督・

コーチ・マネージャーのワッペン等を販売する予定。 

(3) 上履きを忘れずに持参する。 

(4) 『平成３０年度大会要項』をＨＰよりダウンロードして閲覧できる準備をする。 

  （当日、競技委員会より、大会要項の内容について連絡・説明をする。） 

(5) 会場を汚さないようにする。 

(6) 車両での乗り入れはしない。 

(7) 必ず審判研究協議会終了まで出席する。 

(8) 地震等、緊急事態で総会が開催できない場合は、ＨＰにて連絡する。 
 

  



平成３０年度 加盟要項 

 

下記のように、平成３０年度の加盟を受け付けます。各項目をよく読み、間違いのないように申

し込むこと。 

 

1. 申  込  日：４月１０日（火） １６：００～１７：００ 

 

2. 会    場：各ブロック主任校 

「平成３０年度 ブロック編成表」をご確認ください。 

 ※７ブロック主任校が変更しています。ご確認ください。 

  

 

3. 加  盟  費：７，５００円（都立高校は東京都から一括納入されるので必要ありません。） 

内訳  都高体連本部費  ２，４００円 

全国高体連協力金  １，０００円 

部       費  ４，１００円 

 

4. 傷 病 見 舞 金：前年度同様徴収なし 

 

5. 加盟申込時提出物：以下は必ず提出する。 

① 東京都高等学校体育連盟加盟申込書 

② コーチ登録書（登録時のみ表示されます。） 

③ 帯同審判員カード 

 

6. 注 意 事 項  

(1)当バレーボール部の行事に参加する学校は、東京都高体連に加盟手続きを完了する。 

（法人は同一でも学校単位で加盟する。） 

(2)都立高校の加盟費(７，５００円)は東京都で一括納入するので、当日納入する必要はない。 

(3)加盟申込書は当部 HP より作成する。 

ア．学校名は略称通称ではなく正式名称で入力する。 

イ．所在地は、市区から書き、丁目・番地・号は１－２－３という書き方にする。 

ウ．引率責任者は、学校長の認める当該校の職員とする。 

エ．監督は、学校長が認める当該校の職員または、外部指導者とする。外部指導者は、 

当部に登録する複数のチームの監督になることはできない。 

オ．コーチのいる学校は所定の欄に記入し登録する。生徒は、なれない。 

カ．学校長氏名印のところは公印であること。 

(4)加盟申込後記載の事項に変更が生じた場合は、できるだけ早く、日本大学第一高等学校 

菊地先生に文書で届出る。 

(5)電話による申込みは、受付けない。ただし、島を除く。 
 

 

 

  



ブ ロ ッ ク 編 成 表 

ブロック 所属区・市・郡・島 ブロック主任氏名・学校・電話・ＦＡＸ 備 考 

1 千代田・中央・港 

並木清三先生   雙葉高校 

〒102-8470 千代田区六番町 14-1 

TEL(3261)0821 

FAX(5275)9422 

 

2 

新宿・渋谷 

大島・八丈・新島・三宅 

神津・小笠原 

勝山和之先生   学習院女子高等科 

〒162-0052 新宿区戸山 3-20-1 

TEL(3203)1901 

FAX(3203)8783 

島は郵送 

 

3 
墨田・足立・葛飾・江戸川 

江東・荒川・台東 

菊地賢二先生   日本大学第一高校 

〒130-0015 墨田区横網 1-5-2 

TEL(3625)0026 

FAX(3625)5856 

 

4 品川・目黒・大田 

多田 稔先生   多摩大学目黒高校 

〒153-0064 目黒区下目黒 4-10-24 

TEL(3714)2661 

FAX(3714)2632 

 

5 
世田谷・狛江・府中・調布 

多摩・稲城 

大野 悟先生   松蔭高校 

〒155-0031 世田谷区北沢 1-16-10 

TEL(3467)1511 

FAX(3481)1645 

 

6 中野・杉並・練馬 

高橋 亘先生   宝仙学園高校 

〒164-8628 中野区中央 2-28-3 

TEL(3371)7103 

FAX(3371)7167 

 

7 豊島・板橋・北・文京 

𠮷田 岳史先生  文京学院大学女子高校 

〒113-8667 文京区本駒込 6-18-3 

    TEL(3945)4361 

    FAX(3946)7294 

本年度より 

変更 

8 

立川・国立・昭島・青梅 

あきる野・西多摩・東大和 

福生・武蔵村山・羽村 

神崎 縁先生   都 東大和高校 

〒207-0015 東大和市中央 3-945 

    TEL042(563)1741 

    FAX042(565)0781 

 

9 

国分寺・東久留米・清瀬 

東村山・小平・西東京 

小金井・武蔵野・三鷹 

星 智晴先生   日体桜華高校 

〒189-0024 東村山市富士見町 2-5-1 

    TEL042(391)4133 

    FAX042(392)6424 

 

10 八王子・日野・町田 

貫井直輝先生   八王子実践高校 

〒193-0931 八王子市台町 1-6-15 

    TEL042(622)0654 

    FAX042(627)1101 

 

 

平成３０年度より、７ブロックの主任校が変更しています。 

 

都立向丘高校 → 文京学院大学女子高校 

 

 

https://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4WQIB_jaJP550JP551&q=%E9%9B%99%E8%91%89%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1&spell=1&sa=X&ei=xXYZU5XtOtGckgX82YGwAg&ved=0CCUQvwUoAA


平成３０年度 春季リーグ戦兼春季大会予選要項 
 

1. 期  日：４月２９日（祝）・３０日（休） 

 

2. 会  場：都立葛飾総合高校 他 

 

(ア) 参加資格：平成３０年度日本バレーボール協会登録規定により、高校女子と

して有効に登録されたチームであること。全日本高校選手権大会東京大会代

表決定戦出場４チームと新人１部大会上位１６チームの２０チームを除く

全加盟チーム 

 

3. 申 込 日：４月１０日（火） １６時～１７時 

 

4. 参 加 費：７，５００円 

 

5. 申込場所：各所属ブロック主任校 

 

6. 組合せ抽選、および配布 

（1） 組合せは、４月１４日（土）に組合せ委員会で抽選をする。 

各チームの代表者は立ち合うことができる。（於：東京都立王子総合高等学校 １５時） 

（2） 組合せ委員会で組合せが決定した後に当部ホームページへ掲載する。 

 

7. 注意事項 

（1）２日間のうち、１日しか出場できないチームは申込むことはできない。 

１試合でも棄権したチームは、全試合を棄権したものとする。 

（2）申込みメンバーは、１８名であるが、試合に出られるのは、各試合とも１４名である。 

試合毎にエントリーすること。 

（3）申込用紙に必要事項を全て記入し、学校長の公印を捺印する。特にブロック欄および 

体育館使用の可否欄は正しく記入する。 

（4）加盟校番号は、3/11 事務局より発送予定の書類を確認し記入する。 

（5）各組第１位のチームにトロフィーを、第３位までのチームに賞状を授与する。 

（6）各組第１位、第２位のチームを、関東大会予選に推薦する。 

（7）各組第３位、第４位のチームを、春季２部大会に推薦する。 

（8）申し込まない場合も必ずブロック主任校に連絡すること。 

 

★大会参加上の注意をもう一度読んで、間違いのないようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

帯同審判員各位 

審判規則委員会 

 

審 判 研 究 協 議 会 開 催 の お 知 ら せ 
 

チーム帯同で審判される監督・コーチ各位におかれましては、毎年、審判研究協議会にご参 

加いただき、誠にありがとうございます。 

さて、今年度も下記のとおり、審判研究協議会を開催いたします。今年度のルールの取り扱

いや変更点等、講義・伝達させていただきますので、チーム帯同で審判される監督・コーチ各

位は必ず、ご参集下さい。 

 

記 

 

１．期  日：４月１５日（日） 総会終了後 

 

２．場  所：都立王子総合高等学校 体育館 

 

※１．講師は、当部審判規則委員会 委員長 大西 毅 他、常任委員が担当します。 

※２．平成３０年度、(公財)日本バレーボール協会公認Ｃ級審判員資格取得講習会へ受講を 

希望される方も必ずご聴講下さい。 
 

以上 
 

 

 


