
＊印＝未定または別途 （ソ）：ソフトバレ-　　　 （マ）：ママさん        （ビ）：ビ－チバレ－

月/日 全　　　国 会　場 締切 ブ　ロ　ッ　ク 会　場 県 会　場 東　三 会　場

4/  2 ⑨　東海選手権予選会 男：石巻地体

9 8(土） ⑥　東海大学春季ﾘ-ｸﾞ開幕 各大学

16 16（日）～17（月） 奈良 ⑨　東海選手権県予選会 男：北ＳＣ　　女：天白ＳＣ （ソ） 審判講習会 飯村地体

（マ）全国ママさん審判研修会 橿原市 １１（火）・１３（木）　(マ）　春季大会 一宮市総体

23 （マ）　東海ブロック審判研修会 岐阜 ＊豊丘・豊橋工

　時習館・豊川

30 （マ）　審判研修会 豊川市御津体 29(土)～30（日） 29 男；中部・高師台中

東三河中学生春季大会 女：南陵・東陽・本郷・東部中

30 男女；南陵中

男女；豊橋創造大学体

5/  7 5//2（火）～7（日） 大阪 5/4 6（土）⑥　愛知大学春季リ－グ開幕 各大学 （マ） 全国ママさん大会予選会 下五井地体

⑥ 黒鷲旗全日本男女選抜優勝大会 大阪市 6日（土）～7日（日） 6 男：いちい信金Ｂ

⑥　クラブカップ(男女）　１日目 7 女：岡崎総体

５月～７月　⑨　実業団春季リーグ 参加チーム企業体育館

14 11(木)　 （マ）　皐月大会 岡崎総体

13（土）　　⑨　マスタ－ズ予選会 男女：柳川瀬体

⑥　クラブカップ（男女）　２日目 男女：東ＳＣ

⑥　高校総体 （女子） 女：岡崎総武・健康ド－ム

(ソ) 春季フェスティバル 豊橋市総体

　５月～６月　⑥　実業団リ－グ 参加チ－ム企業体育館

21 ⑥　東海大学春季リーグﾞ閉会式 各大学 20（土)～21（日） 20 男：枇杷島・名東ＳＣ ⑨　東三春季選手権大会 男女：石巻地体

⑨　東海選手権 三重 ⑥　高校総体 21 男：昭和ＳＣ　　女；岡崎総体

ＡＧＦ鈴鹿 ⑥  中部総合予選会　　男子　　１日目 豊田高岡公園体

28 27（土）～28（日） ＊ 27（土）～28（日） 27 女：岡崎総体

⑥　東海大学リーグプレ－オフ ⑥高校総体 28 男；志段味ＳＬ

豊田運動公園体

（マ） 全国ママさん大会予選会 岡崎市体

（ﾋﾞ）　ビ－チバレ－クリニック 新舞子

6/  4 3(土） 愛知 ⑨　クラブカップ 　（男子）１日目 男：田原市総体 3（土）

（ビ）ビ-チジャパンカレッジ 内海 (ソ) 　春季フェスティバル 稲永ＳＣ 豊川市御津体

（ﾋﾞ）　ﾋﾞｰﾁｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚﾃﾞｨｰｽ予選 内海

11 ⑨　東海実業団リ－グ 愛知 いちい信金Ａ 10（土）

＊ ⑥　天皇・皇后杯フリ－カテゴリ－予選
会

参加チ－ム体育館 豊川市御津体

10(土）～11（日）（ビ）　ｼﾞｭﾆｱ選手権 内海

内海

18 17（土）～18（日） 三重 17（土）～18（日）⑥   国体予選 男女

⑥ 　東海高校総体 津市安濃中総体 ＊女子は18日のみ 男女；ｽｶｲﾎ-ﾙ豊田ｻﾌﾞ

(ソ) 　春季フェスティバル 中村ＳＣ

⑨　クラブカップ　　　男女２日目 志段味ＳＬ

25 28（水）～7/1（土） 兵庫 （ビ）　国体予選 新舞子

⑥  西日本大学男子選手権大会 ＊ ⑨　愛知県９人制大会　（男子） 豊川市御津体

各大学

7/　2 29（木）～7/2（日） 広島 1（土） 　⑥ 　全日本小学生 岡崎市体

⑥  西日本大学女子選手権大会 ＊ ⑨　愛知県９人制大会　（女子） 東ＳＣ

　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年度　　競　技　日　程
2017.3.5現在

＊⑥　愛知大学春季リ－グ閉幕

愛知県バレ－ボ－ル協会　東三河支部

⑥高校総体予選会　（２日目）

⑥高校総体予選会　（１日目）

10（土）　⑨　クラブカップ　　女１日目

⑥  中部総合予選会 　女子、男子２日目

⑥全日本小学生予選会（１日目）

（ﾋﾞ）全国中学生ビ－チバレ大会予選会

⑥全日本小学生予選会（２日目）
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月/日 全　　　国 会　場 締切 ブ　ロ　ッ　ク 会　場 県 会　場 東　三 会　場

7/ 9 8(土）～9（日） 愛知 ⑥  天皇杯・皇后杯　予選会 男：露橋ＳＣ 浜道地体

⑥ 　東海オープン男女大学選手権 各大学 女：守山ＳＣ 伊良湖海水浴場

伊良湖海水浴場

16 15（土）～17（月） 福井 ⑨　社会人東ブロック予選会 男女：志段味ＳＬ （ソ） 第１回東三大会 飯村地体

⑥  中部総合 ＊ （ビ)　ビ－チソフト交流会 新舞子

23 21(金)～24(月） 埼玉 6/21 (ビ) 国体東海ブロック予選 静岡 ⑥　ﾔﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ優勝大会予選会 男女；中ＳＣ 23(日）～24（月) 23 男；羽田中　女；南陵中

⑨　全日本実業団男女選手権 掛川市 （ソ）　トリムフリ－大会 南知多町体 ⑥ 東三中学総体 24 男女；南陵中

⑥全国６人制リ－グ総合男女優勝大会 愛知 22（土）～ 23（日） 22 ＊時習館・豊橋工

　　地域リ－グ ＊ ⑥ 高校県選手権予選会 　 豊丘・豊川

23 ＊

（ソ） 第１回東三大会 二川地体

30 7/27（木）～30(日) 長野 7/5 ⑥　東海小学生 愛知 （ビ） 東三河選手権 田原市赤羽根 （マ） 東海ママさん予選会 浜道地体

⑨  全日本クラブカップ女子 長野市 守山ＳＣ第１．２ （ソ） 第１回東三大会 大清水地体

7/28（金)～8/1(火） 宮城 6/28  

⑥　全国高校総体女子

7/28（金)～8/1(火） 山形 6/28

⑥　全国高校総体男子

8/ 6 2(水）～6(日） 神奈川 6/28 8/1(火）～2（水） （ソ） 第１回東三大会 渥美運動公園体

⑥  全国高校定時制・通信制大会 平塚市 ⑥  中学校総体 男女；岡崎総体

4（金）～6(日) 大阪 7/5 6（土)　（ﾋﾞ）　ビ－チチャレンジ愛知 新舞子

⑨  全日本クラブカッップ男子 大阪市

2(水）～5（土） 岩手県

（マ） 全国ママさん 花巻市

5（土）～6(日) 大阪

⑥　全国実業団男女優勝大会 大阪市

4(金）～7（月） 大阪

（ビ） ジュニア男子選手権 阪南市

13 7（月）～10(木) 東京他 6/30 7（月)～8(火) 静岡 7（月)～8（火） 7 男；千種・天白ＳＣ

⑥　東海中学校総合体育大会 エコパ ⑥   高校県選手権 女；北・守山SC

11(金）～13(日） 和歌山 7/12 8 男；千種ＳＣ

⑥　全日本クラブカップ男子 和歌山市 女；北ＳＣ

10(木）～13(日） 福岡 7/15

⑥　全日本クラブカップ女子 福岡市

10（木）～13（日） 愛媛 7/26

（ビ） ジュニア女子選手権 伊予市

8（火）～10（木） 神奈川

（ビ） 大学男女選手権 川崎市

11（金）～13（日） 神奈川

（ビ） ビーチジャパン 藤沢市

13（日）～14（月） 神奈川 8/2

（ビ） ビーチ中学生 藤沢市

20 18（土）～19（日） 東京 7/24 19(土）～20（日） 静岡 19（土)  （マ）　東海いそじ県予選会 名東ＳＣ　第１．２ ＊

 ⑥  全国高等専門学校体育大会 大田区 ⑥ ブロック国体 浜北総体 ＊

17(木）～20(日） 大阪府 7/31 （マ） 全国冬季大会予選会 浜道地体

（ビ）ジャパンレディ－ス 岬町 （ソ）　スポレクフェスティバル 豊橋総体

27 22（火）～25（金） 宮崎 ⑨　東海実業団選手権 岐阜 26（土）　⑥ ＪＯＣ最終選考会 稲永ＳＣ ＊

⑥　全日本中学校選手権大会 宮崎・都城市 岐阜市東部ＳＣ ＊

（マ） 東海家庭婦人ことぶき大会 岐阜

関市総体

利府町・多賀城市

⑥　全日本小学生　　　　        渋谷・町田・所沢・浦安・川崎

⑥小学生少年団大会（１日目）

⑥小学生少年団大会（２日目）

（ビ）　小学生ビ－チバレ－

8（土)（ビ）伊良湖ビ－チバレ－

8（土)東三小学生ソフトバレ－

山形・寒河江・天童市

さいたま・川越・蓮田市
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月/日 全　　　国 会　場 締切 ブ　ロ　ッ　ク 会　場 県 会　場 東　三 会　場

9/　3 ＊ ＊ 2(土）～3（火) 愛知 ⑨　青年大会 豊川市武道館 下五井地体

⑥ 西日本五学連対抗戦 ＊ ⑥ 天皇・皇后杯ブロックラウンド スカイホ－ル豊田 （ソ）　ゴ－ルド交流会 大清水地体 石巻地体

8（日）～10（月） 愛知 県クラブリーグ 枇杷島ＳＣ

⑥　グラチャンバレ－（女子） 名古屋市

10 12（火）～13（水） 愛知 9（土） ＊ ９月～１１月　⑨　実業団秋季リ－グ ＊参加チ－ム企業体育館

⑥　グラチャンバレ－（男子） 名古屋市 ⑥　東海大学秋季リ－グ開幕　　 ＊

＊ ＊ ⑥　東海定通総体 三重

⑥  日本サマ－リ－グ決勝 ＊ 桑名工業体

17 15（金）～17（日） 愛媛 8/24 （マ） 東海ママさん　県予選会 千種ＳＣ

(ビ）　国体ビ－チ 伊予市 ⑥ 愛知県選手権 男：尾西ＳＣ

16(土）～19（火） 兵庫 7/14 女：木曽川町体

⑨ 第１7回マスタ－ズ 神戸市 （ソ）　秋季フェスティバル 岡崎市体

24 24（土）～25（日） 大阪 7/18 18（月）　(マ)　県審判研修会 志段味ＳＬ 23（土）

⑥ ヤングクラブ優勝大会 大阪市・門真市 県クラブリーグ 守山ＳＣ （マ）郵便局杯東三秋季大会 豊川市御津体

⑨  全日本総合県予選会 男；柳川瀬体

女；豊川市総体

10/ 1 27（水）　（マ） 冬季大会県予選会 豊川総体 大清水・飯村・浜道地体

県クラブリーグ 北ＳＣ （ソ） 第２回東三大会 二川地体

8 7（土）～9（月） 埼玉 7/28 14（土） 愛知 3（火）～6（金）　 (マ）　秋季大会

（ソ） 全国シルバ－フェスティバル さいたま市 ⑨　東海マスタ－ズ交流会 岡崎総体 ３日＝Ｃ　４日＝Ｄ　５日＝Ａ　６日＝Ｂ 名東ＳＣ

6（金）～9（月） 愛媛 9/6 県クラブリーグ 名東ＳＣ

9(月）（ソ）  愛知スポレクフェスティバル 名東ＳＣ

15 18（水）～20（金） 宮崎県 （マ） 東海ママさん大会 静岡 （ソ）　秋季フェスティバル２ 岡崎市体

（マ）全国家庭婦人おふく大会 宮崎市 エコパアリ－ナ

22 20（金）～22（日） 静岡 ⑥　東海大学秋季リ－グ閉会式 各大学 県クラブリーグ 東ＳＣ 21（土）～22（日） 21 ＊豊橋工・豊川

第７回ヴィンテ－ジ８’Ｓ交流大会 御殿場市 ⑨　県実業団選手権　(男女） 岡崎総体 ⑥ 全日本高校選手権予選会     豊丘・時習館

＊ ⑥小学生少年団県大会 ＊ 22 男女：＊

2017/18Ｖリ－グスタ－ト 全国各地 （ソ） 第２回東三大会 浜道地体

29 27（金）～29（日） 茨城 28（土）～29（日） * 県クラブリーグ 名東ＳＣ 10/22（日）・10/29（日） 男：＊市内中学校２会場

（ソ） 全国レディ－スフェスティバル 日立市 ⑥　東海大学リ－グプレ－オフ ⑥  東三中学新人 女：＊市内中学校４会場

28（土）～30（月） 岡山 9/13 （マ） 東海家庭婦人いそじ 愛知 男女；市内中学校１会場

⑨社会人西ブロック男女優勝大会 岡山市 岡崎総体

27（金）～29(月） 京都 9/22

⑨　全日本総合女子選手権 京都市

 11/ 5 4（土）～6（月） 山口県 3（金）～4（土）・11（土） 3 エナジ－サポ－トアリ－ナ 下五井地体

（マ） 全国ことぶき大会 山口市 ⑥　全日本高校選手権予選会　（男子） 4 エナジ－サポ－トアリ－ナ 　　　東三河予選会

11 アルコ清州

12 10（金）～12（日） 山形 8/18 11（土）～12（日） 11 岡崎総体

（ソ） 全国ｽﾎﾟﾚｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 米沢市 ⑥　全日本高校選手権予選会　（女子） 12 岡崎総体武

10（金)～12（月） 岐阜 10/4 11（土）～12（日） 11 常滑市体・東浦町体・武豊中体

⑨社会人東ブロック男女優勝大会 大垣市 ⑥ 　中学生新人 12 東浦町体

県クラブリーグ 守山ＳＣ

19 ⑨　東海クラブ選手権　(９男のみ） 静岡

舞阪総体 豊橋市総体 豊川市御津体

18（土）～19（日） 静岡

（ソ）　東海ブロックフェスティバル 浜北ｸﾞﾘ-ﾝｱﾘ-ﾅ ⑥　全日本高校選手権　決勝大会 男女；愛知県体

26 24（金）～27（月） 大阪 10/11 ⑥ ⑨　東海クラブ選手権 静岡 県クラブリーグ 志段味ＳＬ

⑨ 全日本総合男子選手権大会 大阪市 　　　　（９女・６男・６女） さんり－な （ソ）　秋季フェスティバル３ 一宮市総体

⑥ 国民体育大会　　　八幡・伊方・伊予・鬼北市

⑨ 全日本総合予選会（男子）

（マ） 東三審判研修会

23（木）

（マ）　郵便局杯シニア親睦大会

(マ)　コカコ－ライーストジャパン

⑥　国盛杯東三河小学生大会

23（木）

(マ)　コカコ－ライーストジャパン大会

16（木）
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月/日 全　　　国 会　場 締切 ブ　ロ　ッ　ク 会　場 県 会　場 東　三 会　場

12/ 3 11/24（金）～12/3（日) 東京

⑥ 全日本大学男女選手権

１（金）～４（月） 鳥取県

（マ） 全国冬季大会 鳥取市

10 7（木）　　（マ）全国いそじ県予選会 一宮市総体 （ソ） 第３回東三大会 豊川市御津体

17 15（金）～17（日） 東京 16（土) 　東海理事会・総会 愛知 16（土） 豊川市御津体

⑥  天皇杯･皇后杯ファイナルラウンド ＊ 名古屋市 中ＳＣ・志段味ＳＬ 16（土）～17（日） 16 ＊豊川・豊橋工

16(土）～17（日） 北海道 ⑥  東三河高校選手権 　 豊丘・時習館

⑨  櫻田記念男女優勝大会 函館市 17 男；　　　　女；

24 24（日）～27（水） 大阪 志段味ＳＬ （ソ） 第３回東三大会 豊川市御津体

⑥  全国都道府県対抗中学 大阪市

23（土）～24（日） 東京

⑥  天皇杯･皇后杯ファイナルラウンド ＊

31 ＊下旬 愛知

⑥ 西日本五学連男女対抗戦（女子）

7 4（木）～8（月） 東京 豊橋総体

⑥  全日本高校選手権大会 渋谷区

14 大清水・浜道地体

13（土）～14（日）　　　　　 　 13 ＊豊川・豊橋工

　 時習館・豊丘

14 ＊

21 ⑥　小学生新人大会 飯村・二川地体

⑥　全三河東西対抗（高校） ＊

28 27（土）～28（日） 27 ＊

⑥　Ｕ－１４ クラブチャンピオンシップ 28 花園体育センタ－

2/　4  ３（土）　⑥　小学生新人大会 愛西市親水公園体 （ソ） 第３回東三大会 浜道地体

11 10（土）～12（月） 男 11日・１２日　岡崎総体

⑥県高校新人兼東海選抜大会予選会 女 １０日・１２日　豊橋総体

18 16（金）～18（日） 東京

（ソ） 全国フリ－フェスティバル 町田市

25 24（土) 愛知

⑥　U-14ｸﾗﾌﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ男子 愛知学院大

24（土）～25（日） 三重 （ソ） 第３回東三大会 豊川市御津体

⑥　東海小学生新人大会 ＊

24（土）～25（日） 三重

（マ）　東海役員会 ＊

3/  4 県協会理事会・総会 ＊ 3（土）　（マ）　東三総会 豊橋市総体

11 9（金）～11（日） 大阪

（マ）全国いそじ大会 大阪市

18 17（土）～18（日） 三重 15（木）　 (マ)　弥生大会 豊橋市総体 東三支部総会 ＊

⑥ 東海高校選抜大会 さおり－な 豊川市御津体

25 24（土）～25（日） 愛知 （ソ） 東三総会 豊橋市総体

⑥  東海中学生新人

16(土)　⑥ 東三小学生 ６年生大会

⑥　小学生新人大会

⑨県クラブ連盟杯全国男子クラブ優勝大会

緑・名東・東・守山ＳＣ

⑨県クラブ連盟杯全国男子クラブ優勝大会

⑥　全三河東西対抗（中学）

太田・墨田区，日野・八王子市

20（土)

21（水）　（マ） 郵便局杯東三大会

⑥県高校新人兼東海選抜大会予選会
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