平成29年度（一財）神奈川県バレーボール協会主催・共催大会競技日程
(一財)神奈川県バレーボール協会
大会名

開催期日・開催地

主管 申込締切日

4/14 (金)

5/13 (土) 男女：横浜・湘南・北相
5/14 (日) 男 荏田高校、女 川崎市立橘高校

高

4/24 (月) 地区4/24,26 男⑧女⑧

天皇杯・皇后杯全日本選手権大会
3 関東ブロックラウンド実業団予選会県予選会

5/14 (日) 横浜市内体育館

実

4/14 (金)

4 第72回国民体育大会県予選会（ビーチ）

6/4
6/4
6/11
6/18

5/7

2 関東高校男女バレーボール選手権大会県予選会

全日本クラブカップ男女選手権大会県予選
5 兼関東クラブカップ選手権県予選会
6 全国高校総体県予選会兼国体選手選考会
MRS 7 第17回マスターズ大会県予選会

8 第37回全日本小学生大会県予選
9 県高校定・通制大会兼全日本高校定・通制大会県予選会
MRS 10 第72回国民体育大会県予選会（成年男女）

11 第1回神奈川県ママさんバレーボールサマーカップ

(日) 横浜・小田原市内体育館

備考

実

1 全日本・関東実業団９人制選手権大会県予選会

(日) 鵠沼海岸サーフビレッジ
(日) 9男 南毛利スポーツセンター
(日) 6男/9女 ひらつかサン・ライフアリーナ
(日) 6女 横須賀市西体育館

直
ク

6/11 (日) 各地区、6/18（日）相原高校 他、6/24（土）相模原総合体育館 高
直
6/18 (日) 南足柄総合体育館
小
6/18 (日) 浜・平・須・藤 6/24(日)横須賀アリーナ

5/12 (金) 全国男女②
5/26 (金)

6/25 (日) 川崎市立橘高校
6/25 (日) 横須賀市西体育館
7/1 (土) 相模原総合体育館

6/6 (火) 男女②
5/26 (金)
5/19 (金)

高
直
マ

MRS 12 天皇杯皇后杯全日本６人制バレーボール選手権大会県予選会

7/2

(日) 荻野運動公園体育館

直

13 関東９人制バレーボール社会人男女優勝大会県予選会

7/9

(日) 南足柄総合体育館

実

MRS 14 全国社会人東ブロック男女優勝大会県予選
MRS 15 全日本９人制総合男女選手権大会県予選会

7/23 (日) 住友電工横浜、県立田奈高等学校
9/10 (日) 横須賀南体育館

直
直

6/19 (月)
6/23 (金)
6/30 (金)
8/18 (金)

17 阿曽杯争奪９人制バレーボール大会

10/15 (日) 央・川・相・小 10/21(土)相模原北総合体育館
10/29 (日) 三菱鎌倉体育館 他

共藤

第23回県高校男女選手権
18 兼第70回全日本高校男女選手権大会県予選

11/3 (金) 各地区、 11/5（日）相原高校 他
11/12 (日) 小田原アリーナ

直高 10/4 (水) 男女②

19 一般男女９人制県選手権大会

11/26 (日) 男女 小田原アリーナ
3/3 (土) 3/4(日藤沢市)秋葉台文化体育館

実行 10/2 (月)

16 ＪＡ共済杯県小学生バレーボール大会兼関東大会県予選会

20 やまゆり杯小田急旗争奪県家庭婦人バレーボール大会

小

直 11/11 (土)

平成2９年度友好団体主催大会およびその他のバレーボール競技日程
《実業団関係》
4/16 (日) 横浜・小田原市内体育館
4/16 (日) 横浜・小田原市内体育館

3/24 (金)
3/24 (金)

5 社会人９人制男女秋季優勝大会

6/25 (日) 横浜・小田原市内体育館
10/22 (日) 横浜・小田原市内体育館
10/22 (日) 横浜・小田原市内体育館

6/9 (金)
10/8 (日)
10/8 (日)

6 社会人男女混成９人制大会

10/29 (日) 横浜市内体育館

10/20 (金)

1 社会人６人制男女春季優勝大会
2 社会人９人制男女春季優勝大会
3 社会人９人制選抜男女リーグ
4 社会人６人制男女秋季優勝大会

《クラブ関係》
1 クラブ連盟春季大会

5/7 (日) 9男女 荻野運動公園体育館
5/21 (日) 6男 荻野運動公園体育館、6女 猿ヶ島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

2 クラブ連盟秋季大会（男９神奈川新聞社争奪）

9/17 (日) 6男女 荻野運動公園体育館
10/15 (日) 9女 東町ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、 9男 横須賀市北体育会館

《大学関係》
1 神奈川県大学男女バレーボールリーグ戦
2 神奈川県大学男女バレーボール選手権大会

6/4 (日) 神奈川大学、6/11（日） 東海大学
11/12 (日) 神奈川大学

《高校関係》
1 県高校新人大会地区予選
2 県高校新人大会

1/13 (土) 14（日）各地区
12/1 (金)
1/28 (日) 男女：横浜・湘南・北相、2/4（日）男 藤沢翔陵、女 伊勢原

《中学校関係》
1 県中学校総合体育大会兼関東中学校男女選手権大会県予選

7/28 (金) 女子、7/29（土）男子、7/30（日）横須賀アリーナ

《小学校関係》
1 モルテンカップ県小学校春季大会（県研修大会)

5/5

(金) 南足柄市体育センター

2 県スポーツ少年団種目別交流大会

7/2

(日) 県内体育館、7/9(日)ひらつかサン・ライフアリーナ

3 全国スポーツ少年団交流大会県予選
4 ウインタースクール

12/10 (日) 県内体育館、12/16（日)ひらつかサン・ライフアリーナ
12/17 (日) 12/23（日）神奈川工科大学

《ママさん関係》
1 コカコーライーストジャパンカップカップ県ママさんバレーボール春季大会
2 第1回県ママさんバレーボールいそじドリーム大会
3 第21回 グリーン大会
4 ことぶき親睦大会
5 第47回県ママさんバレーボール秋季大会
6 平成29年度ことぶき大会
7 第2回県ママさんバレーボールいそじ大会

4/22 (土) 座間市民体育館
5/6 (土) 南足柄市体育センター

3/14 (火)
4/12 (水)

6/17 (土) 秩父宮体育館 他
8/9 (水) 相模原総合体育館

5/30 (火)
7/4 (火)

9/30 (土) 相模原市立総合体育館
10/26 (木) 相模原市立総合体育館 他
3/10 (土) 相模原市立総合体育館 他

8/24 (木)
10/2 (月)
2/7 (水)

《ソフトバレー関係》
(日) 厚木市猿ケ島スポーツセンター

1 審判講習会兼春季大会

4/9

全国大会（レディース＆メンズ・シルバー）県予選会兼
2 春季ソフトバレーフェスティバル

6/18 (日) 海老名市総合体育館

3 夏季大会
5 ねんりん2018全国大会県予選兼冬季ソフトバレーボール大会

7/22 (土) 海老名市北部公園体育館
11/12 (日) 海老名市北部公園体育館
12/10 (日) 大和市スポーツセンタ－

6 冬季大会

1/28 (日) 横須賀市南体育館

4 第16回関東大会県予選会

《ビーチ関係》
1 ジャパン・女子選手権県予選会
2 ジュニア・マドンナ神奈川県予選会
3 秋季大会

6/4 (日) 鵠沼海岸サーフビレッジ
6/25 (日) 鵠沼海岸サーフビレッジ
9/3 (日) 鵠沼海岸サーフビレッジ

《本県における国際大会・Ｖリーグおよびその他》
2 第8回全国中学生ビーチバレーボール大会

8/11 (金) ～8/13（日）鵠沼海岸サーフビレッジ
8/13 (日) ～8/14（月）鵠沼海岸サーフビレッジ

7/20 (水)
8/2 (水)

3 関東6人制バレーボール社会人男女優勝大会

9/2

(土) ～9/3（日）スカイアリーナ座間

8/15 (火)

1 第31回ビーチバレージャパン大会

