
平成３０年度　競 技 日 程 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

高校 安曇野市 4/11 安曇野・東筑 男女各１

一般 須坂市 4/25 須 　高 男女各１

2 男　女 伊那市 4/13 ソフト連
ソフト連盟創立３０周年記念大会を兼ねる

男　子

女　子

4 男　女 ブロック 新潟市

男　子 1 大阪市

女　子 1 宇都宮市

男　子 1 山口市 7/5

女　子 1 久留米市 7/5

ブロック 富山県

全国 兵庫県

4 ブロック 松本市

1 全国 伊勢市 6/28

4 ブロック 松本市

1 全国 津市 6/28

9 男　女 飯山市 6/13 中高飯水 男女各１ 全国 札幌市

少年 岡谷市 5/30 諏訪湖周辺
男女各１が
ブロックへ

ブロック 小千谷市 7/27

成年 佐久市 6/6 佐久平 成年:男女各１、少年:
男女各２が全国へ 全国 あわら市・坂井市 8/29

男女各１が
ブロックへ

ブロック 上越市 6/8

男２・女１ 全国 小浜市 8/16

11 男　女 安曇野市 5/18 ソフト連 各1 全国
全国福祉祭・レディース交流会・シルバーフェスティバル,各
全国予選を兼ねる　　　上位各１チームが全国

男女各１ 全国 川崎市他 7/14 県大会の上位男女各1チームが全国へ

男女各３ ブロック 金沢市 7/12
県大会の第１位を除く、上位男女各３チームが北信越
大会へ

男女各１ ブロック 長野市

男女各１ 全国 東京都

14 女　子 駒ヶ根市 6/13 上 伊 那 1 全国 岬町

15 男　子 駒ヶ根市 6/13 上 伊 那 1 全国 藤沢市

16 男　子 駒ヶ根市 6/13 ビーチ連 1 全国 阪南市

17 女　子 駒ヶ根市 6/13 ビーチ連 1 全国 伊予市 7/23

男　子 2

女　子 1

男女各４ ブロック 金沢市 県大会上位男女各４チームがブロックへ

男女各３ 全国 松江市 ブロックより男女各３チームが全国へ

津市
ファミリー・プラチナ・ゴールド・北信越一般予選兼
ねる  ﾌﾞﾛｯｸ大会は10/2８　長野県 伊那市

町田市

21 男　女 高 体 連 男女各１ 全国 平塚市

22 男　女 飯田市 7/24 飯　伊 男女各１ 全国 大阪市

23 男　女 ブロック 富山市
北信越、実連、クラブ連、大学連より推薦されたチー
ム

24 男　女 大町市 8/22 クラブ連 男女各1～2 ブロック 新潟市

25 男　女 長野市  9/7 ソフト連 各2 ブロック 石川県 シルバー・スポレク・レディース・フリーの部

男　子 1 全国

女　子 1 全国

27 男　女 ブロック 駒ケ根市

28 女　子 安曇野市 ママさん連 1 全国 島根

29 長野県13地区対抗6人制選手権大会 U14 男　女 松本市 9/20 松　本 中学３年生が対象

東北信 東御市 10/4

中南信 岡谷市 10/4

31 男女混合 県協会 1 全国 名護市 県協会の推薦が必要、複数希望の場合予選会を行う。

32 男　女 ブロック 白山市・富山市

33 男　女 ブロック 福井市

第1R
上田市
佐久市

10/15 東　信
高校総体県大会(6/３～５)上位４チームを、地区大会
を免除して10/２8の第１ラウンドへ推薦

代表決 長野市 11/13 長　水 第１ラウンドの男女上位８チームによる行う。

35 男　女 軽井沢町 10/25 小　連

36 女　子 佐久市 ママさん連

37 男　女 大町市 11/22 小　連

大　北

クラブ連

39 男　女 男女各1 全国 大阪市

40 男　女 松本市 高 体 連 男女各４ ブロック 上越市

41 男　女 長野市 長　水 男女各４ ブロック 福井市

42 男　女 上田市 1/23 クラブ連 男女各４ ブロック 大町市

43 男　女 長野市 2/21 小　連

44 長野県13地区対抗6人制選手権大会 U12 男　女 伊那市 2/10 上伊那 小学６年生～中学１年生が対象

45

46

47

参考 男　女 全国 松本市 日本実業団連盟主催大会

参考 混　合 上田市

参考 男　女 ブロック 松本市

※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２部郵送で送付してください。

1 全国
第７１回全日本９人制実業団男子選手権大会

第７０回全日本９人制実業団女子選手権大会

第10回北信越実業団９人制男女選手権大会

第６回北信越ビーチバレー選手権大会

第８８回全日本9人制総合男子選手権大会

未定

10/８(月・祝)

都道府県フェスティバル長野県予選

6/297/1４(土)～1５(日)

９/２３(日)

　9/30(日)

第１８回日本スポーツマスターズ201８

第３９回北信越国民体育大会
第７３回国民体育大会

6/２４(日)

6/20

小　連

6/３(日)

6/21

5/27(日) 駒ケ根市 5/16

10

6/24(日)

18

第６8回中部日本６人制総合男
女選手権大会

長野県ソフトバレーボール交流会

3 5/１３(日)

7

8

ビーチ

女　子

全国高等学校総合体育大会
第５４回北信越高等学校体育大会

男　子

12

７/８(日)

13

７/１(日)
第３８回全日本バレーボール小学生大会
第３１回北信越小学生バレーボール大会

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール
選手権大会

男　女

 ７/１(日)

6/２4(日)

第２9回全日本ビーチバレー女子選手権大会

代　表
チーム数大　　　会　　　名

5
第３８回全日本６人制クラブカップ男子選手権大会

5/２０(日) 飯田市
第３８回全日本６人制クラブカップ女子選手権大会

第４９回春季北信越大学選手権大会

6 ５/２７(日) 上田市 5/16 うえだ

5/9

日　　　　程

男　女
４/2２(日)

1

５/３(木・祝)

５/６(日)

上松町 5/2 塩尻・木曽

男女
別

県大会

第３８回全日本９人制クラブカップ男子選手権大会

第３８回全日本９人制クラブカップ女子選手権大会

須坂市

備　　　　　　　　　考

7/7(土)～８(日)

高校の部県大会へは、H2９新人戦上位男女８チームを
推薦する。両種目とも既に出場権を得ているチーム
（前年度・優勝準優勝チーム）は除く

予選会敗者による、別途北信越クラブ連盟枠の北信越
予選会あり（詳細はクラブ連盟より）

全国大会またはブロック大会等（種別に記載）

豊橋市

予選会敗者による、別途北信越クラブ連盟枠の北信越
予選会あり（詳細はクラブ連盟より）
尚、男女とも県予選会上位チームは７月１日開催の天
皇・皇后杯長野県ラウンドに推薦する。

日　　　　程

７/14(土)～１6(月)
中部ブ
ロック

全国

 7/２０(金)～2３(月)
仙台市
利府町

6/21

岡谷市

松本市

 5/１７(木)～２０(日)

 ７/２６(木)～２９(日)

 ８/１０(金)～１３(月)

女子選手権大会は、オープン大会となるので、県予選
会は行わない。全国大会は男女同一日の大会

1/５(金)～１３(日)

1０/２６(金)～２８(日)・１１/３日(土)～４(日)

9/２3(日)

１１/２９(木)～１２/２(日) 大阪市

全国大会へは男女各１チームが出場

北信越大会へ男女各４チームが出場

各カテゴリーより2～４チームを推薦

8/2(木)～5(日)

 ８/１７(金)～１９(日)

 8/２１(火)～2４(金)

９/1(土)～2(日)

 ９/２２(土)～２３(日)

 8/１(水)～5(日)

H３０年度に9実、6･9クラブ、国体、プレミア、チャ
レンジ、地域の全国大会出場チーム及び選手は出場で
きない。(廃部の場合細則あり)

12/7(金)～１０(日)

池田町

１１/２(金)～４(日)

2/16(土)～1７(日)

富山市

10/２7(土)～２8(日)

１２/１(土)～１２/２(日)

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３６回長野
県小学生選抜優勝大会に推薦10/１４(日)

全国

11/１8(日)

11/３０(金)～１２/２(日)
上田市 7/6 ソフト連 各1 全国

第６６回秋季北信越大学男女選手権大会

11/4(日)

ミズノ杯第１８回６人制長野県ｸﾗﾌ選手権大会

第２３回あすなろ地域交流大会

第2９回長野県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

第8回全国ママさんバレーボール冬季大会

1/19(土)～２1(月)

１０/２８(日)

1１/２４(土)～２５(日)

12/25(火)～28(金)

小　連

8/29 大　北

調布市男女各1

７/２６(木)～２９(日)

8/16(木)～19(日)

※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。

第24回全国私立高等学校男女バレーボール
選手権大会北信越第1次予選会

第７回長野県13地区対抗6人制選手権大会一般・高校の部

男　女

2018/10/5　更新

参加年齢フリー
各地区協会から推薦された男女各２チーム

箕輪町女　子

男　女
6/１７(日)

第４9回全国ママさんバレーボール大会

10/2０(土)～2１(日)

　８/７(火)～８(水)
中 体 連

6/27

6/２(土)
～４(月)

10/13(土)～14(日)

10/13(土)～14(日)

8/10(金)～１2(日)

8/2４(金)～２６(日)

 6/１５(金)～１７(日)

９/９(日)～１１(火)

 ８/１(水)～５(日)

１０/５(金)～８(月)

諏訪湖周辺

東
ﾌﾞﾛｯｸ

1

8/3(金)～6(月)

8/9(木)～12(日)

ママさん連

高 体 連

 6/１５(金)～１７(日)

 ７/2６(木)～３０(月)

７/7(土)～8(日)

12/14（金）～16（日）
12/22（土）～23（日）

９/１５(土)～１８(火)

 7/２８(土)～２９(日)

 8/７(火)～1０(金)

 11/９(金)～１１(日)

上伊那
ビーチ連

飯　伊 全国

松本

6/１０土)

男　女

第１７回全国社会人東ブロック男女優勝大会

伊那市

男　女

5/27(日)

長野市

長野市

第４８回全日本中学校選手権大会

第17回全日本ビーチバレージュニア男子選手権 6/２4(日)

18、マドンナカップｉｎ伊予市
ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会

6/２4(日)

第３2回ビーチバレージャパン

26

第9回全国ヴィンテージ8 'S交流大会

　９/９(日)

20
第７回全国ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・ｽﾎﾟﾚｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

男  女 ７/２２(日)

第４5回全国高校定時制・通信制大会

第9回全国６人制北信越地域リーグ大会

デサント杯第１７回北信越クラブVB優勝大会 　９/２(日)

第２１回全国ヤングクラブ優勝大会 ８/４(土)

第３回全国ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・ﾌﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

19

30
さわやか信州カップ第３６回
長野県小学生大会（旧コカ・
コーラ杯より変更）

10/１４(日)
男　女

第８７回全日本9人制総合女子選手権大会

第7回全日本6人制実業団選抜男女優勝大会 8/4(土)～5(日)

38 1１/1８(日) 大町市

長野☆ガロンズ  県内開催大会 12/8(土)9(日)・2019、2/9(土)10(日)・2/23(土)24(日)　須坂市民体育館

２/３(日) 3/２３(土)〜２４(日)

2/８(金)～１０(日)

予定

モルテン杯第１３回北信越クラブ9人制選手権大会

3/１０(日)

11/5

1/２６(土)～２７(日)

第７１回 全日本高等学校選手
権大会

9/14(金)～16(日)

34 男　女

第9回全国6人制リーグ総合男女優勝大会決勝リーグ

第１３回長野米カップ長野県小学生大会 3/３(日)

第３２回全国都道府県対抗中学大会

第1８回長野県高等学校新人大会

エプソン杯第34回長野県中学校選抜優勝大会

さわやか信州カップ第３６回長野県小学生選抜優勝大会

第7回関東ヴィンテージ8’ｓバレーボール交流大会 6/23(土)～24(日)

ＶＣ長野トライデンツ　県内開催大会 １0/27(土)28(日)・11/24(土)25(日)・2019、1/26(土)２7(日)・2/16(土)　松本市総合体育館

3/1６(土)〜1７(日)

第39回長野県ママさん連盟大会


