
2019年4月8日現在

期   日 場   所 期   日 場   所 期   日 場   所 申込締切

7/26～29 愛媛県 6/26

7/26～29 愛媛県 6/26

10/11～13 宮崎県

11/9～12 和歌山県

10/25～27 静岡県

11/1～11/3 沖縄県

11/9～10 福岡県

3 5/25 富谷武道館 8/1～4 奈良県

全国高等学校総合体育大会 男子 7/30～8/3 宮崎県 6/下旬

女子 7/24～7/28 宮崎県 6/下旬

第３９回 ６人制男子 8/8～11 北海道旭川市 7/3

全日本クラブカップ選手権大会 ６人制女子 8/10～11 福井県福井市 7/2

９人制男子 8/11～13 兵庫県加古川市 7/3

９人制女子 8/11～13 大阪県大阪市 7/3

６ 6/15 宮城県工業高 8/12～8/15 神奈川県 7/3

７ 6/29～30 陶芸の里 8/6～9 神奈川県

8 7/7 大崎市三本木総合体育館 9/21～24 岐阜県 7/12

8/8～11 愛媛県 7/22

8/9～12 大阪府 7/12

男：8/10～12
女：8/15～18

男：神奈川県
女：大阪府

男：調整中
女：7/22

8/15～18 大阪府 7/22

第１０回全国中学生ビーチバレー大会 8/16～17 神奈川県 調整中

7/14 仙台大学 8/6～8 神奈川県 7/24

9/21～22 大阪府 7/18

成年６人制男子

成年６人制女子

少年男女 4/24・25 ｾｷｽｲﾊｲﾑ ｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

ビーチ 6/15 スリーエム湊浜海浜緑地 7/21
福島県
相馬市

9/13～16 8/21

１２ 7/21 多賀城市体育館 9/14～15
岩手県
一関市

2020年3/25～29 神奈川県川崎市

１３ 7/21 多賀城市体育館 10/24～27 青森県 9/13

１４ 7/24～26
ｾｷｽｲﾊｲﾑ

ｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ
8/30～9/1

福島県
福島市

8/17～20 和歌山県

１５ 12/25～28 大阪府

第89回全日本９人制総合選手権大会 ９人制男子 11/28～12/1 大阪府 10/18

第88回全日本９人制総合選手権大会 ９人制女子 11/28～12/1 大阪府 10/18

１７ 10/24～26
ｾｷｽｲﾊｲﾑ

ｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ
1/5～12 東京都 11月初め

１６ 9/1 多賀城市体育館

第72回全日本高校学校選手権大会

茨城県
9/4

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会

第18回全国社会人東ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

第４９回全日本中学校選手権大会

第３３回全国都道府県対抗中学大会

未定
第22回全国ﾔﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ優勝大会

11 第74回国民体育大会

7/7
大崎市三本木総合

体育館
8/30～9/1

福島県
福島市

10/2～5

ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｶﾚｯｼﾞ2019
第31回全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大学男女選手権大会

１０
Ｕ14ｸﾗﾌﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ大会　

6/30 田尻総合体育館 未定

2019宮城県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ選手権大会
（ビーチﾊﾞﾚｰジャパン男子・全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ女子予

7/6 菖蒲田海水浴場第３０回全日本ビーチバレー女子選手権大会

第３９回全日本小学生大会

第1９回日本スポーツマスターズ２０１９

9

19ﾏﾄﾞﾝﾅｶｯﾌﾟin伊予市
ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｼﾞｬﾊﾟﾝ女子ｼﾞｭﾆｱ選手権大会

6/29 スリーエム湊浜海浜緑地

第1８回全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｼﾞｭﾆｱ男子選手権大会

5 6/9 多賀城市体育館 ９/28～29
みちのくカップ
山形県天童市

第４６回全国高校定時制・通信制大会

第４回全国ソフトバレー・フリーフェスティバル

第５０回全国ママさんバレーボール大会

4 6/1～3 大崎地区 6/21～23
秋田県
秋田市

２

第２７回全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル

5/26 大和町総合体育館

第３2回全国健康福祉祭　ねんりんピック和歌山２０１９

第２１回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル

第８回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル

１
第７2回 全日実業団男子選手権大会

5/12 多賀城市総合体育館
第７1回 全日実業団女子選手権大会
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2019年4月8日現在

期   日 場   所 期   日 場   所 期   日 場   所 申込締切

6/9 多賀城市総合体育館

10/27 秋保体育館

4/20～5/19 東北福祉大学他

6/25～30 北海きたえーる他

9/21～10/20 各大学

11/2～3 仙台大学

11/25～12/1 関東

11/25～12/1 関東

2020年1/18～20 岩沼市総合体育館他 2020年2/7～9 宮城県利府町

2020年4月下旬
ｾｷｽｲﾊｲﾑ

ｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

11/23～24
中新田体

陶芸の里体

2/15～16
ｾｷｽｲﾊｲﾑ

ｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ他

6/29～30
陶芸の里総合体育

館
8/6～9 とどろきアリーナ

8/17 ｶﾒｲｱﾘｰﾅ仙台

9/28～29 岩手県奥州市

11/24 大和町総合体育館

1/11
ｾｷｽｲﾊｲﾑ

ｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

1/18 ｶﾒｲｱﾘｰﾅ仙台

2/11 岩沼市ﾋﾞｯｸｱﾘｰﾅ

5/14～16 若林体育館

5/25 富谷武道館

6/26
富谷スポーツ

センター

7/5 若林体育館

7/23 若林体育館

第47回東北ママさんバレーボール大会 10/19～20 秋田県

9/15 富谷武道館 12/6～9 沖縄県

10/5～7 高知県

11/6～8 三重県

12/12
富谷スポーツ

センター

10/23 若林体育館

11/12～14 若林体育館

11/30
富谷スポーツ

センター

2020年2/6 若林体育館

2020年2/22～23 若林体育館

4/14
富谷スポーツ

センター

5/26 大和町総合体育館 11/1～3 沖縄県

6/30 角田市総合体育館

8/4 岩沼市総合体育館

9/22 岩沼市総合体育館

10/6 登米市総合体育館

11/未定 未定

未定 未定

12/15 岩沼市総合体育館

2020年2月未定 亘理町

2020年3/1 岩沼市総合体育館

ビーチ 8/25 深沼海水浴場

『三浦秀一杯』第9回ソフトバレーボール交流大会

第14回ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

第10回宮城県４人制（男女ミックス）ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ大会

第59回みやぎソフトバレーボール気仙沼大会

第60回みやぎソフトバレーボール涌谷大会

第18回ソフトバレー・チャレンジフェスティバル

第9回ソフトバレー・サマーフェスティバル

東北ブロックソフトバレーボールフェステバル

第7回ソフトバレー・オータムフェスティバル

宮城県ママさんバレーボール競技力向上大会

第42回TBC杯争奪宮城県ママさんバレーボール選手権大会

ソ
フ
ト
バ
レ
ー

連
盟

連盟設立２０周年記念ソフトバレーボール交流大会

第32回ソフトバレー 宮城県フェスティバル

第64回みやぎソフトバレーボール角田大会

第18回ファイテン杯宮城県ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ親善大会

秋季TBC杯宮城県ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ親善大会

大塚製薬杯兼第40回ｼﾆｱ宮城県ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ親善大会

第4回全国家庭婦人バレーボールおふく大会

第24回全国家庭婦人バレーボールことぶき大会

第31回全国家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙいそじ大会宮城県予選会

ｺｶ･ｺｰﾗ杯宮城県ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜優勝大会兼東北地区大会宮城県予選会

第9回全国ママさんバレーボール冬季大会

宮城県小学生バレーボール新人大会

マ
マ
さ
ん
連
盟

春季宮城県ママさんバレーボール親善大会

第50回全国ママさんバレーボール大会　宮城県大会

宮城県ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙいぞじ・ことぶき親善大会

ミカサ・七夕杯宮城県ママさんバレーボール大会

小
学
生
連
盟

第39回全日本バレーボール小学生大会宮城県大会決勝大会

県スポーツ少年団夏季交流大会

東北小学生バレーボール選手権大会

河北新報杯第39回宮城県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会

全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団交流大会宮城県予選会

県スポーツ少年団冬季交流大会

高
体
連

高校新人大会

高校選手権大会　兼　第74回国体選手選考会

中
体
連

中学校新人大会

中学校春季選抜大会

第７２回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　男子大学選手権大会

第６６回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　女子大学選手権大会

第55回東北バレーボール大学男女リーグ戦(秋)

東北地区大学体育大会バレーボール競技

実連
宮城県社会人9人制バレーボール男女選手権春季大会

宮城県社会人9人制バレーボール男女選手権秋季大会

大
学
連
盟

第54回東北バレーボール大学男女リーグ戦(春)

東日本大学バレーボール選手権大会

２０１９年度  競    技    日    程　(加盟各連盟）
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宮      城 東      北 全      国




