
令和２年度　競 技 日 程（案） 一般財団法人長野県バレーボール協会

会　場 締切日 主管協会 種別 会　場 締切日

男女各１ ブロック 福井市

男女各１ 全国
調布市
大田区

24 男　女 大町市 8/19 クラブ連 男女各1～2 ブロック
小松市
加賀市

体育館の調整により8/23（日）の可能性あり

男　女 大町市 8/19 大北
クラブ連

25 男　女 茅野市 8/7 ソフト連 各4 ブロック 長野市 シルバー・スポレク・レディース・フリーの部

ブロック 塩尻市
北信越、実連、クラブ連、大学連より推薦されたチー
ム

決勝Ｌ 塩尻市 エプソンホームゲーム

男　子 1

女　子 1

男　女 大町市 8/19 大北
クラブ連

28 男　女 ブロック 富山県

29 女　子 未定 ママさん連 1 全国 愛知県

30 長野県13地区対抗6人制選手権大会 U14 男　女 塩尻市 9/30 塩尻木曽 中学３年生が対象

男子 伊那市 9/24 上伊那

女子 塩尻市 9/24 塩尻木曽

東北信 東御市

中南信 上伊那

男　女 各地 小　連

男　女
望月町

他
10/15 小　連

32 混　合 県協会 1 全国 函館市 県協会の推薦が必要。複数希望の場合予選会を行う。

33 男　女 ブロック
石川県
富山県

34 男　女 ブロック 上越市

第1R
須坂市
飯山市

10/7 北　信
高校総体県大会(6/６～８)上位４チームは、地区大会を免除
して第１ラウンドへ推薦

代表決 長野市 10/28 長　水 第１ラウンドの上位男女各８チーム

36 男　女 伊那市 10/21 クラブ連

37 男　女 佐久市 小　連

38 女　子 須坂市 ママさん連

男子 全国
熊谷市
羽生市

実連・クラブ連盟より推薦されたチーム
松本市役所・大町クラブ出場予定

女子 全国 未定
セカンドリーグにセイコーエプソン出場予定(実連推
薦)

男子 全国 江東区

男子 全国 熊本市

39 男　女 大町市 小　連 ※開催検討中

40 男　女 男女各1 全国 大阪市

41 男　女 長野市 高 体 連 男女各４ ブロック 長野市

42 男　女 上田市・東御
市・小諸市 12/4 中 体 連 男女各４ ブロック 長野市他 県大会会場変更あり、上伊那地区へ調整中

43 男　女 岡谷市 1/27 クラブ連 男女各３ ブロック 敦賀市 県大会の日程、会場は変更の可能性あり

44 男女・混合 長野市 小　連 協賛会社の関係で大会名が変わる可能性あり

45 長野県13地区対抗6人制選手権大会 U12 男　女 伊那市 2/24 上伊那 小学６年生～中学１年生が対象

46 男　子

47 男　子

48 女　子

49 女　子 本拠地：東京中央区日本橋

※２　大会主管団体は、大会プログラムを大会終了後１週間以内に「長野県バレーボール協会　競技委員長」へ1部　「長野県バレーボール協会事務局」に１部郵送で送付してください。

各カテゴリーより2～４チームを推薦
12/11(金)～１３(日)
12/19(土)～２０(日)

備　　　　　　　　　考
日　　　　程 日　　　　程

桜田杯9人制バレーボールセカンドリーグ

桜田杯9人制バレーボールトップリーグ

桜田杯9人制バレーボール
トップ・セカンドリーグ（ファイナル）

１1/14(土)～１１/１5(日)

１1/２７(金)～１１/２９(日)

１２/１８(金)～１２/２０(日)

第４１回長野県ママさん連盟安曇野大会 11/８(日)

ファインテン杯第１９回北信越クラブ優勝大会 ８/３０(日) 10/24(土)～２５(日)

長野県フェスティバル（９人制）

８/３０(日)

大　　　会　　　名 男女
別

県大会 代　表
チーム数

全国大会またはブロック大会等（種別に記載）

長野県ソフトバレーボール秋季大会 ８/２３(日) 10/１7(土)～18(日)

26 第１１回全国６人制リーグ大会 男　女
10/10(土)～11(日)

2/20(土)～21(日))

17
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール
選手権大会

男　女  ７/５(日) 茅野市 6/19

１０/２９(木)
～１１/１(日)

大阪市 9/23

12/12(土)～15（火)

10/１１(日)

諏訪湖
周辺

9/２６(土)～２７(日)

27
第９０回全日本9人制総合男子選手権大会

　９/６(日) 大町市 8/25 大　北 全国
第８９回全日本9人制総合女子選手権大会

第８回北信越ビーチバレー選手権大会 9/ 6(日)

未定 １０/３０(金)～１１/１(日)

10/１１(日)
長野県フェスティバル（U14）

10/１１(日)

長野県フェスティバル（U1２）県大会 10/２５(日)

長野県フェスティバル（U1２）
ブロック・地区大会

９月中旬　～
　　10月中旬

第11回北信越実業団９人制男女選手権大会 10/３(土)～４(日)

１０/１８(日)
男女各1 全国 1/５(火)～１０(日)

第６８回秋季北信越大学男女バレーボール選手権大会

※１　大会主管団体は、大会成績（試合結果）を大会当日中に「長野県バレーボール協会　競技委員長」および「「長野県バレーボール協会事務局」に、メールで送信してください。

桜田杯全日本９人制バレーボール
トップリーグ／セカンドリーグ

１１/２１(土)～１１/２３(月)

赤字・・・コロナ感染防止において中止となった大会　　青字・・・新規大会

令和２年　長野県フェスティバル（６人制）

８/３０(日)

3/７(日)

ＶＣ長野トライデンツ　県内開催大会

V関連の日程については、正式発表後県協会ＨＰへUPする。
長野☆ガロンズ  県内開催大会

ルートインホテルズ　県内開催大会

GSS東京　県内開催大会

モルテン杯第１５回北信越クラブ9人制選手権大会 ２/７(日) 3/２０(土)〜２１(日)

第１５回長野米カップ長野県小学生大会 3/７(日)

1０/２３(金)～２５(日)
１０/３１日(土)～１１/１(日)

第１０回全国ママさんバレーボール冬季大会 　9/２７(日)

35

男子は上位４チーム、女子は４ブロック上位２チーム
（計８チーム）を、さわやか信州カップ第３８回長野
県小学生選抜優勝大会に推薦する。10/１１(日)

第１１回全国ヴィンテージ８’S交流大会

さわやか信州カップ第３８回長野県小学生選抜優勝大会 １１/１(日)

東京都
1１/１４(土)～１５(日)

ミズノ杯第２０回６人制長野県ｸﾗﾌ選手権大会 １１/１(日)

第７３回 全日本高等学校選手
権大会

男　女

31
さわやか信州カップ第３８回
長野県小学生大会

男 女
混 合

10/１１(日)
小　連

2020/9/7

1/２３(土)～２４(日) 3/２０(土)〜２１(日)

第２４回あすなろ地域交流大会 １２/５(土)～６(日)

第３４回全国都道府県対抗中学大会 12/25(金)～28(月)

第２１回長野県高等学校新人大会 １/1６(土)～１８(月) ２/1２(金)～１４(日)

エプソン杯第３６回長野県中学校選抜優勝大会


