
＜事業報告書＞ 

令和 3年度 姫路小学生バレーボール大会 第 1回クリニック 事業完了報告書 

 

 一般社団法人スポーツリパブリック 

開 催 日 時      

 令和3年10月30日（土） 

17時00分～20時30分 

 

場   所 
姫路市立中央体育館 

〒670-0971兵庫県姫路市西延末90 

参加対象者 

姫路市内小学生 60名 

監督・コーチ       5名 

講師 2名 

計 67名 

 

観客者         30名 

スタッフ         7名 

実施内容 

14時00分 打ち合わせ（関係者） 

 

16時30分 生徒受付 

 

講師（佐野 優子さん、斎藤 信治さん） 

17時00分 教室開始 挨拶～ウォーミングアップ 

 

ウォーミングアップは全体で実施。練習は2組に分かれ各講師が指導 

 

佐野さん レシーブ練習 

① アンダーハンドパス、オーバーハンドパスの基本練習 

② サーブカット（レセプション）練習、スパイクレシーブ（ディグ）練習 

 

斉藤さん アタック練習 

① アタックのステップ練習 ② ボールの落下点練習 ③ 打点練習 

ブロック練習 

① ステップ練習 ②ジャンプのタイミング練習 

 

19時10分 サーブ練習 

19時30分 ミニゲーム 

20時00分 質疑応答 

20時20分 写真撮影、教室終了 

20時30分 片付け 

21時00分 撤収 

まとめ 

当初の予定より遅れての1回目のクリニック。今年度初のバレーボール教室の

実施となった。コロナ禍で、予定がなかなか確定できずにいたが、関係者の皆様

の支えがあって、コロナ感染症対策もきちんと行い、クリニック実施ができた。

子どもたちの真剣な眼差しや楽しそうな姿を見ることができ、今年度最初のクリ

ニックを実施できたことはとても喜ばしいこととなった。 

 コロナ対策として参加定員数を少なくして実施したため、参加者のマスク着用

は必須としなかった。3月末に控えている大会まで予定通り進めていくことは、

難しいかもしれないが、第1回目を無事に終えることができ、次回のクリニック

も安心安全に開催できるよう、準備を進めていきたい。 

所 要 経 費      別紙収支決算書のとおり 



会場の様子 

   
 

クリニック中の様子 

     
 

集合写真 

 
 

 



＜事業報告書＞ 

令和 3年度 姫路小学生バレーボール大会 第 2回クリニック 事業完了報告書 

 

 一般社団法人スポーツリパブリック 

開 催 日 時      

 令和3年12月12日（日） 

13時00分～17時00分 

 

場   所 
姫路市立高浜小学校 

〒672-8038 姫路市飾磨区阿成鹿古250番地 

参加対象者 

姫路市内小学生 52名 

監督・コーチ       6名 

講師 1名 

計 59名 

 

観客者         45名 

スタッフ         13名 

実施内容 

10時00分 打ち合わせ（関係者） 

 

12時00分 生徒受付 

 

講師（井上 香織さん） 

 

13時00分 教室開始 挨拶 

13時10分 ウォーミングアップ 

13時30分 レシーブ練習（基礎） 

14時10分 サーブカット（レセプション）練習 

14時40分 スパイクレシーブ（ディグ）練習 

15時10分 アタック練習 

15時40分 ブロック練習 

16時10分 サーブ練習 

16時30分 ミニゲーム 

17時00分 質疑応答 

17時20分 写真撮影、教室終了 

17時30分 片付け 

18時00分 撤収 

まとめ 

第2回クリニック開催を問題なく実施できた。日程の調整に苦戦したが12月に

バレーボール教室の開催が可能となった。コロナ禍で前回同様、予定がなかなか

確定できずにいたが、クリニックを楽しみにしているとのことで前向きにご協力

いただき、イベント開催に慎重なご時世の中、無事に開催にいたった。 

教室は、子供たちがとても元気で積極的に取り組んでくれたため有意義な時間

となった。少しでも楽しい教室にと、音楽を流しながらの教室は初の試みで、と

ても雰囲気が良くなったと言える。 

 一生懸命練習する子供達の姿やギャラリーの保護者の皆さんが楽しそうにし

ている姿を目にすることができとても良かったが、コロナ感染者対策として、体

育館の規模から参加定員数を増やすことは難しく、良いクリニック開催ができた

だけに、参加者を増やすことができなかったことがとても残念に思えた。年末年

始でコロナ感染者が増加する見込みがある中、3月末の大会を開催できるかどう

か、現時点では微妙なところであるが、実施できるようつとめていきたい。 

所 要 経 費      
別紙収支決算書のとおり 

 



クリニック中の様子 

      
 

      
集合写真 

 
 



＜事業報告書＞ 

令和 3年度 姫路小学生バレーボール大会 事業完了報告書 

 一般社団法人スポーツリパブリック 

開 催 日 時      
令和4年3月26日（土） 

9時～18時00分 

場   所 
 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 

〒670-0971兵庫県姫路市西延末90 

参加対象者 

姫路市内小学生 280名 

監督・コーチ       54名 

計 334名 
 

観客者         185名 

スタッフ         24名 

実施内容 

8時30分 開場 

9時00分 開会式 

9時15分 試合開始 
 

第１部…変則予選リーグ戦の後、ブロック別の決勝戦を行う。20チーム参加 

A・B・C・Dブロック 

参加チーム（女子・男子・混合） 

網干西ジュニアバレー 八幡少女バレーボールクラブ 

勝原スポーツ少年団 輪童 

飾磨ジュニアバレーボールクラブ 飾東アルマ 

高岡ジュニアバレーボールクラブ 書写 Smile ジュニアバレーボールクラブ 

津田ＪＶＣ 中寺フレンズ 

手柄ＪＶＣ 夢前 JVC 

灘 JVC 姫路ＪＶＣ 

野里ジュニアバレーボールクラブ 夢クラブ 

林田ＫＩＤＳ YASUDA 

船津ジュニアバレーボールクラブ 白鷺ジュニアバレーボールクラブ 
                                             ※結果は、別紙参照 

14時30分 

第２部…教室及び６年生のみのチーム編成、トーナメント戦（ミニゲーム） 
 

講師：井上 香織さん、齋藤 信治さん 

バレーボールノートの活用指導 

17時30分 片付け、撤収 

大会結果 

 

予選変則リーグ戦 20チーム参加  

※A・B・C・Dブロック、5チームで変則リーグ戦 

Aブロック：網干西、YASUDA、夢クラブ、中寺、飾東   

Bブロック：輪童、白鷺、飾磨、船津、夢前   

Cブロック：高岡、書写、勝原、林田、津田 

Dブロック：野里、灘、手柄、姫路、八幡 

 

決勝ブロック 各ブロック1位と2位のチームが決勝戦へ 

Aブロック 網干西 VS 夢クラブ   

Bブロック 輪童 VS 飾磨     

Cブロック 勝原 VS 高岡 

Dブロック 野里 VS 姫路     

 



予選変則リーグ結果 

 
 

 
 

まとめ 

「姫路小学生バレーボール大会」を多くの関係者の皆様のご協力により執り行う

ことができた。コロナ禍によって1日開催に変更しましたが4面使用可ということ

で進行もスムーズに行うことができ、怪我人等もでることなく無事に開催終了。

コロナウイルス感染対策として、施設側の換気や消毒のご協力はもちろんのこと

、参加者や関係者、観客者の皆様にも、アルコール消毒、マスク着用、検温、ディ

スタンス確保など、数々のご協力を得て実施した。 

 大会では、コロナ禍のために事前に十分な練習をできないチームがほとんどで

あったが、どのチームの選手も一生懸命プレイする姿を見ることができた。また

、後半のオリンピアンによる教室では、たくさん質問する子供達を目にすること

ができ、熱心に指導を受けていた。6年生に最高の1日をということでミニゲーム

も行われ、令和3年度の「姫路小学生バレーボール大会」を無事に終えることがで

きた。 

所 要 経 費      別紙収支決算書のとおり 



大会の様子 

    
 

 

講師の齋藤さん、井上さん   バレーボールノートを見ながらブロックを学ぶ選手の姿 

    
 

真剣な眼差しで指導を受ける選手たち 

   
 

教室最後の 6 年生 MIX チームでミニゲーム    記念撮影 

  


