
［９人制］　 2019 （令和元） 年度 新潟県バレーボール協会競技日程(暫定) 版 競技委員会

開 催 期 間 開 催 地 申込締切 開催期日 開催地 申込締切 開催期日  開催地 会　　　場 参加料 代表数 申込締切 主管支部 総務委員長 競技委員長 審判委員長 派遣審判員

1 第72回全日本実業団男子選手権大会 5/26 燕市 スポーツランド燕 10,000 全1 5/12 県央 石黒 昭彦 安井　悟 金子　恭

2 第71回全日本実業団女子選手権大会 ｵｰﾌﾟﾝ

3 第50回全国ママさん大会 8/2（木）～8/5(日） 兵庫県神戸市 6/2 胎内市 胎内市総合体育館 5,000 全1 （ママ連） 関本美代子 吉原　光子 金子　明美

4 第39回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ男子選手権大会 8/9(金)～8/12(月) 兵庫県加古川市 7/3 燕市 吉田総合体育館 10,000 全1:ブ1 4/28 石黒 昭彦 安井　悟 金子　恭

5 第39回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ女子選手権大会 8/2(金)～8/4(日) 大阪府大阪市 7/4 加茂市 加茂市下条体育館 10,000 全1:ブ1 4/28 今井 勝子 近田 孝之 卯野 秀幸 菅原　 潤

6 第19回日本スポーツマスターズ2019(男女) 9/21(土)～9/24(火)
岐阜県山県市・関市
美濃市・高山市

7/12 6/16 柏崎市 西山町総合体育館 10,000 全1 6/2 柏崎 小林　優 小潟　一男 前原　和博 中山　徹

7 第18回全国社会人東ブロック男子優勝大会 10,000 全2 7/28

8 第18回全国社会人東ブロック女子優勝大会 10,000 全1 7/28

9 第89回全日本総合男子選手権大会 10,000 全1 8/25

10 第88回全日本総合女子選手権大会 10,000 全1 8/25

11 新潟県ﾏﾏさん選手権大会(越後製菓ｶｯﾌﾟ2019)(決勝大会) 11/23 新潟市 東総合スポーツセンター （ママ連） 関本美代子 吉原　光子 金子　明美

12 第 9回全国ママさん冬季大会 12/7(金)～12/10(月) 福島県福島市 7/28 加茂市 加茂勤労者体育センター （ママ連） 関本美代子 吉原　光子 金子　明美

［６人制］
1 中部日本総合男女選手権大会 7/13(土)～7/15(月) 福井県 6/13 5/5 新発田市 サン・ビレッジしばた 10,000 本1 4/25 新発田 林　健一 阿部 竹靖 吉田 敏晴 渡邊 一史

2 全国高等学校総合体育大会 男子 7/30(火)～8/3(土) 宮崎県都城市・えびの市 5/25.26,6/2 上越市 他 ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ上越 他 550/人 全1ブ4 （高体連） 広井 健一

3 全国高等学校総合体育大会 女子 7/24(水)～7/28(日) 宮崎県都城市・小林市 5/31～6/2 小千谷市 他 小千谷市総合体育館 他 550/人 全1ブ4 （高体連） 広井 健一

4 第39回全日本小学生大会 8/6(火)～8/9(金) 関東ブロック 6/22～23 柏崎市 他 柏崎市総合体育館 他 5,000 全2ﾌﾞ6 （小連） 大堀　孝行 阿部　敏貴 前原　和博

5 第39回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ男子選手権大会 8/8(木)～8/11(日) 北海道旭川市 7/3 10,000 全1:ブ1 5/5

6 第39回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ女子選手権大会 8/9(金)～8/12(月) 福井県福井市 7/2 10,000 全1:ブ1 5/5

7 第49回全日本中学校選手権大会 8/17(土)～8/20(火) 和歌山県和歌山市 8/9 8/6～8/7 新潟県 7/31 7/13～14 柏崎市 柏崎市総合体育館 900/人 ブ3 （中体連） 宮川 太一 板垣 篤史 大井 和人

8 第74回国民体育大会(成年男子) 10/2(水)～10/5(土) ブ1 5/26

9 第74回国民体育大会(成年女子) 10/2(水)～10/5(土) ブ1 5/26

10 平成31年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 未定 東京都 9/7～9/8 富山県 7/21 長岡市 長岡市みしま体育館
一般10000円
中高5000円

全
1(ブ)

7/7 長岡 若松 岳人 込山 雄一郎 本間 克敬 大井 和人

11 第22回全国ﾔﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ優勝大会　 9/21(土)～9/22(日) 大阪府大阪市 9/5 7/20 上越市 上越市柿崎総合体育館 5,000 男女各1 7/4 （ﾔﾝｸﾞ連） 稲又 晋矢

12 第40回新潟県高校1.2年生大会(男子) 1/25～26 村上市 他 村上高校 他 6,000 (ブ4) （高体連） 源氏　篤史

13 第40回新潟県高校1.2年生大会(女子) 1/25～26 新発田市 新発田カルチャーセンター 他 6,000 (ブ4) （高体連） 本間 克敬

14 第31回新潟県小学生大会(すこやか北越銀行杯) 11/17 長岡市 みしま体育館　他 5,000 （小連） 大堀　孝行 阿部　敏貴 前原　和博

15 第40回新潟県男子優勝大会 10,000 長島 政範

16 第39回新潟県女子優勝大会 10,000 大井 和人

17 第17回新潟県ﾔﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ交流大会 12/7 上越市 ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ上越 他 5,000 11/26 （ﾔﾝｸﾞ連） 稲又 晋矢

18 第35回新潟県中学校選抜優勝大会 3/20～21 富山県 2/8 1/11～12 長岡市 みしま体育館　他 5,000 (ブ4) 12/3 （中体連） 板垣 篤史 奈良井 繁史 大井 和人

19 第72回全日本高等学校男子選手権大会(春高) 10/19,11/3～4 新潟市 新潟市東総合スポーツセンター 他 6,000 全1 （高体連） 根布屋　武

20 第72回全日本高等学校女子選手権大会(春高) 10/20,11/3～4 新潟市 新潟市東総合スポーツセンター 他 6,000 全1 （高体連） 熊木 博幸

[ビーチバレー]
1 19ﾏﾄﾞﾝﾅｶｯﾌﾟin伊予市ｼﾞｬﾊﾟﾝ女子ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 8/8(木)～8/11(日) 愛媛県伊予市 7/22 6/9 上越市 上越市直江津海岸常設コート 3,000 1 6/1

2 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｶﾚｯｼﾞ2019第31回全日本BV大学男女選手権大会 8/6（火）～8/8（木） 神奈川県川崎市 5/26 上越市 上越市直江津海岸常設コート 4,000 1 5/25

3 第18回全日本ＢＶジュニア男子選手権大会 8/9(金)～8/12(月) 大阪府阪南市 7/6 6/9 上越市 上越市直江津海岸常設コート 3,000 1 6/1

4 第33回ビーチバレージャパン 8/10(土)～8/12(月) 神奈川県藤沢市 6/9 上越市 上越市直江津海岸常設コート 4,000 1 6/1

5 第10回全国中学生ビーチバレー大会 8/16（金）～8/17（土） 神奈川県藤沢市 8/2 男女各2 7/20

6 第74回国民体育大会 9/13(金)～9/16(月) 茨城県大洗市 8/23 上越市直江津海岸常設コート － 男女各4名 4/29

7 第31回日本海ｶｯﾌﾟ2人制選手権大会「日本海カップ」 8/18 新潟市 新潟市日和浜海岸常設コート 3,000 8/14

8 第17回日本海ｶｯﾌﾟ4人制選手権大会「日本海カップ」 7/14 新潟市 新潟市日和浜海岸常設コート 3,000 7/10

9 第30回全日本ビーチバレー女子選手権大会 8/15(木)～8/18(日) 大阪府泉南郡岬町 7/23 6/9 上越市 上越市直江津海岸常設コート 4,000 1 6/1

[ソフトバレー]

1 第27回全国ソフトバレーシルバー・フェスティバル 10/11(金)～10/13(日) 宮崎県宮崎市 7/26 6/9 柏崎市 柏崎市総合体育館 5,000 全2 未定 柏崎

2 第21回全国ソフトバレー･レディースフェスティバル 10/25(金)～10/27(日) 静岡県静岡市 7/26 5,000 全1 未定

3 第8回全国ソフトバレー・スポレクフェステバル 11/1(金)～11/3(日) 沖縄県沖縄市 8/2 5,000 全1 未定

4 第4回ソフトバレー・フリーフェステバル 11/9(土)～11/10(日) 福岡県福岡市 8/2 11/17 加茂市 加茂勤労者体育センター 5,000 全1 未定 県央

7/7 長岡市 長岡市市民体育館 5,000 各部2 未定 長岡

7/7 村上市 神林総合体育館 5,000 各部2 未定 下越

5,000

5,000

7 第4回新潟カップソフトバレーボール大会 9/23 長岡市 長岡市みしま体育館 3,000 未定 長岡

8 第8回新潟県ソフトバレーボールフェステバル 11/17 加茂市 加茂勤労者体育センター 4,000 未定 県央

◇第40回北信越中学校総合競技大会 バレーボール競技：8/6(火)～7（水）　新潟市東総合ＳＣ、新潟市体育館 他

◇第32回北信越小学生バレーボール大会：7/27(土)・28(日)　ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ上越、柿崎総合体育館、能生体育館（予定）

◇第7回北信越ビーチバレーボール選手権大会：9/8(日)　上越市直江津海岸ビートバレー常設コート

◇2019年度第10回全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会（2/29(日)・3/1（日）　新発田市カルチャーセンター

各部4

中川　清人三条市
男子：栄体育館

女子：三条高校体育館
10,000 11/17

道又 隆子

13 第34回新潟県男女選手権大会(さわやか杯) 12/1

菅原　潤

吉田　大 小林 克野 赤川 孝義

◇平成31年度ソフトバレー北信越ファミリー・キッズ＆一般フェステバル：10/27(日)　長岡市民体育館・長岡市南部体育館　　

◇モルテン杯第13回北信越クラブバレーボール連盟6人制選手権大会：富山県

◇第68回中部日本6人制総合男女選手権大会：福井県

◇第11回北信越実業団9人制男女選手権大会：富山県

◇モルテン杯第14回北信越クラブバレーボール連盟９人制選手権大会：石川県

1/5(日)～1/12(日)

関　精一

山崎 日出海 志賀 大介上越

県央 荘司　武司 石井　 亨

上原 勇基

新潟市 新潟市西総合スポーツセンター 坂井　一行 五十嵐　健 野村　行範

新潟市西総合スポーツセンター

魚沼市堀之内体育館

10/19～10/20

10/27

福井県

新潟県

2019/5/1
№ 競　技　会　名（JVA国内競技会県予選 他）

全 国 大 会（※斜字は2018年度) ブ ロ ッ ク 大 会 　県　　予　　選　　会　　（県　大　会）　　 競　　技　　役　　員　　等

　7/26(金)～
　　　　7/29(月)

愛媛県松山市 6/26

　10/24(木)～
　　　　10/27(日)

青森県青森市 9/13 新潟市

県代表の部はオープン参加の為、予選会は有りません。

茨城県ひたちなか市
・結城市

6/26 6/14～16 福井県

長岡長岡市中之島体育館

9/4 8/23～8/25 石川県

第20回北信越高校新人大会 2/7～2/9 富山県

5

6
平成31年度　ソフトバレー・北信越
　　　　　　　　　　ファミリーキッズ＆一般フェステバル

新潟未定新潟市西総合スポーツセンター

上越

新潟県バレーボール協会ホームページ www.nva.jp

<注意>詳細(〆切,会場等)については変更の場合もあります。
　　　ＨＰを参照し必ず最新情報をご確認ください。

新潟市

ビーチ連

6/23 上越市 上越市総合体育館

平成31年度　ソフトバレー・北信越総合フェステバル　

11/3長岡市

東京都調布市

6/23

11/17

長島 政範
上村 君男
長島 政範

県央

8/11

5/12

9/8

野村　行範

魚沼市

新潟

　11/28(木)～
　　　　12/1(日)

5/19 新潟

魚沼

6/9

大阪府大阪市 10/17

上越市 上越市総合体育館 10,000

調整中の部分は、

確定次第アップ

します。


	2019競技日程・会場割振り(会場・役員)

