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平成２６年度 サマーキャンプ（ニセコカップ）の開催について 

 

 

平素、バレーボール競技の発展にご尽力賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、本年から新たに取り組むことになりましたレフリーキャンプ第２弾をニセコ町長杯（ニセ

コカップ）を審判研修の機会ととらえ、別紙要項のとおり開催することになりました。 

つきましては、受講者を取りまとめていただきますようお願い申し上げますと共に、併せて多数

の審判員の参加につきましても特段のご配慮をお願い申し上げます。 

なお、今年度より参加する上級審判員自身も参加者と一緒に研修します。 

また、チーム関係者及び審判員が同一の宿舎で寝食を共にしながら相互の交流を深められる絶好

の機会となっております。 

平日開催ではありますが沢山の方々の参加をお待ちしております。 



平成２６年度 サマーキャンプ 開催要項 

 

 １．目 的   ルールを正確に適用して選手・観衆の目線に立ったレフェリングを心がけ、バレ

ーボールの魅力を十分に引き出せるような審判実践を行う。また、審判員は役員、競

技参加者に対して積極的にルールの理解を図り、相互の信頼関係を築けるように努力

し、自身も審判技術の向上を目指すための研鑽に努める。 

 ２．主 催  北海道バレーボール協会 

 ３．主 管  北海道バレーボール協会 審判委員会 

 ４．期 日  平成２６年７月３０日（水）・３１日（木） 

 ５．会 場  ニセコ総合体育館ほか 

 ６．日 程  ３０日（水） ８：３０ 集合・受付・開講式・講義（ルール確認等） 

              １０：００ 実技（予選リーグ・決勝トーナメント） 

              １７：００ 競技終了 

              １８：３０ 懇親会 

        ３１日（木） ８：００ 集合 

               ９：００ 実技（決勝トーナメントほか） 

              １７：００ 競技終了 

 ７．実 技  ニセコ町長杯第３回全国選抜女子バレーボール大会（ニセコカップ） 

 ８．参加料  無 料 

９．宿 舎  女性；ニセコ町民センター、男性；ニセコ曽我活性化センター 

※宿泊料、食事代は実行委員会負担 

１０．申込み  地区所属のＡ級審判員も含めて各地区委員長が希望者を取りまとめの上 

７月９日（水）２４：００までにメールにてお申し込みください。 

「問合せ先」審判委員会サマーキャンプ担当 小瀧健二 まで 

携帯；090-6996-1964  Ｅメール；kotaken4895@yahoo.co.jp 

※希望者がいない場合もご報告下さい 

１１．その他  ・公式戦ですので実技はレフリーウェアをご着用下さい。 

・日当が支給されますので印鑑をご持参下さい。 

・７月３０日１８：３０～ チーム関係者を含めた懇親会を予定しています。 

「鮨 花吉（はなよし）」３千円会費 

・７月２９日(PM)、８月１日(AM)の練習ゲーム研修希望者は併せてお申込下さい。 

・参加は１日のみ、または参加できる時間帯のみでも参加可能です。 

・変更がある場合には、受講者へ直接ご連絡いたします。 



平成２６年度 ニセコ町長杯 第３回全国選抜女子バレーボール大会要項 

         (ニセコカップﾟ) 
                   平成２６年６月１６日(月)改 

１ 目  的  (1) 全国の強豪チームを招き、ニセコ町の豊かな自然と文化に触れ、北海道の夏を満喫し、心身

の鍛錬と栄養を蓄える。 

              (2) 地元小中学生を対象としたバレーボール教室の実施と交流を図る。 

２ 主  催  ニセコカップ実行委員会(札幌大谷学園内) 

３ 共  催 ニセコ町バレーボール協会 

４ 後  援 ニセコ町・ニセコ町教育委員会・学校法人札幌大谷学園 

５ 期  間  平成２６年７月２９日(火)12:00～８月１日(金)13:00   ３泊４日 

６ 大会日程 ７月２９日(火) 

         集合・練習   13:00～17:00   ニセコ町総合体育館・他 

          監督会議      18:30～        組み合わせ表・夕食含む 

              ７月３０日(水)    競技 10:00～17:00  
          開会式  9:00～9:30   ニセコ町総合体育館(ユニフォーム整列) 

                  予選グループ戦 10:00～17:00   各体育館 

                   (６～７チームリーグ戦で順位決定 順位により決勝トーナメント戦へ) 

          懇親会  18:30～ 場所未定 

              ７月３１日(木)    競技 9:00～17:00  各体育館 

          決勝トーナメント戦(敗者戦あり) 

         下位リーグ戦   
                  研修リーグ戦 

              ８月 １日(金)  閉会式・交流戦 

          閉会式 9:00～9:30  記念撮影  
                  練習(交流試合) 10:00～12:00  

解散(昼食後)   13:00 

７ 組み合わせ 予選グループ戦については実行委員会の責任抽選とする。７月中旬までにお知らせ        

します。 

８ 参 加 校  (昨年度実績)道外 実践学園中学校・高等学校(東京都)・市立柏(千葉県) 
道内 帯広大谷・岩見沢西・函館西・七飯・双葉・札幌大谷中・札幌大谷高 

計１０ﾁｰﾑ 

               (今年度予定)道外 実践学園高校(東京都)・市立柏高校(千葉県)・東海大相模高校(神奈川県) 

健康福祉大学高崎高校(群馬県) 

道内 札幌大谷大学(北海道札幌市)・札幌大谷高校(北海道札幌市)・岩見沢西高

校(北海道岩見沢市)・双葉高校(北海道小樽市)・帯広大谷高校(北海道帯広

市)・函館西高校(北海道函館市)・七飯高校(北海道)・東海大学第四高校(北

海道札幌市)・室蘭東翔高校(北海道室蘭市)・札幌大谷中(中体連全道大会の

ため１泊のみか？)



 

９ 会  場 ① ニセコ町総合体育館      ２面ｺｰﾄ  開会式・閉会式会場 

         〒048-1501 北海道虻田郡ニセコ町字富士見95       ℡ 0136-44-2034  
              ② ニセコ中学校             １面ｺｰﾄ 

          〒048-1501 北海道虻田郡ニセコ町字富士見１４３  ℡0136-44-2321  
              ③ ニセコ小学校             １面ｺｰﾄ 

         〒048-1501 北海道虻田郡ニセコ町富士見１２       ℡0136-44-2252. 
              ④ 予備コート(旧)宮田小学校(予備体育館) １面ｺｰﾄ 

          北海道虻田郡ニセコ町字宮田157番地 

10 宿  舎   ニセコ町民センター(体育館隣接)→選手(中学,高校及び女性スタッフ 

         〒048-1501 北海道虻田郡ニセコ町字富士見95       ℡0136-44-2234 
        ニセコ町曽我活性化センター→男性スタッフ(審判員含む) 

                  〒048-1522  ニセコ町字曽我127番地1 

11 費  用 ※ 大会参加料 １チーム ５，０００円(優勝カップはニセコ町より) 

              (最優秀選手賞優勝チーム１名・優秀選手賞各チーム１名)  

       ※ 選手・１人(１泊３食)×３泊＝１０，０００円(記念Ｔｼｬﾂ・入浴(温泉)・ﾗﾝﾄﾞﾘｰ代含む) 

            ※ スタッフ １人(１泊３食)×３泊＝１５，０００円 

       (宿泊費、記念Tシャツ代、２９日監督会議夕食費・３０日懇親会費用など全て込み) 

12  小・中学生バレーボール教室 日時未定 

        小学生9:00～12:00  昼食 ・中学生13:00～16:00 (２面コート？)  

                会場 倶知安町立倶知安中学校体育館 

                講師 杉山 哲平 札幌市立あやめ野中学校(北海道ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会指導普及部) 

                ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 佐藤誠二(倶知安中学校) 

        ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ  西村重亜(ニセコ中学校) 

                ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ  相澤 智 (岩内第一中学校) 

13 問い合わせ先 ニセコカップ実行委員会(札幌大谷高等学校内) 

               〒065-0016 札幌市東区北16条東9丁目   
        札幌大谷高等学校  女子バレーボール部 監  督 掛屋忠義 090-5220-2026 
                                       TEL/FAX 011-742-1801 
              双葉高等学校部活動アドバイザー(ﾊﾞﾚｰ部ｺｰﾁ)   徳保勇司 090-5078-2448 

14 大会役員 大会長 ニセコ町長 片山健也 

       副大会長 ニセコ町教育委員会 教育長 菊地  博 

       副大会長 札幌大谷学園 法人本部長 加藤久豊    

       《実行委員会》 

        委員長   徳保勇司(双葉高校) 

         副委員長 掛屋忠義(札幌大谷高校) 

         委員 朝倉美紀・小田桐友輔・三浦未央・(以上札幌大谷)・鈴木和哉(双葉高校) 

            《総務・競技》 

        委員長 小澤 敦(岩見沢西) 副委員長 荒木秀輔(双葉)・角知行(札幌大谷)      
             《会計》角知行・三浦未央(以上札幌大谷) 

15  審  判  今年度より北海道バレーボール協会審判委員会の研修大会としての位置づけとなる 

       昨年度実績 

       審判長 野村朋範(小樽協会) 



       審判員 小瀧健二(日高協会)・新見 登(札幌協会)・丹羽祐人(小樽協会) 

              髙橋征勝(小樽協会)・星野 葵(小樽協会)・他 




