
［９人制］　 2021 （令和3） 年度 新潟県バレーボール協会競技日程(暫定) 2021/5/1 版 競技委員会

№ 競　技　会　名（JVA国内競技会県予選 他）
全 国 大 会（※斜字は2020年度) ブ ロ ッ ク 大 会 　県　　予　　選　　会　　（県　大　会）　　 競　　技　　役　　員　　等

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74回全日本実業団男子選手権大会 　9/3(金)～ 
　　　　9/6(月)

島根県松江市 7/21
5/23 吉田町 吉田総合体育館 10,000 全1 5/9 県央 石黒 昭彦 安井　悟 金子　恭

2 第73回全日本実業団女子選手権大会 県代表の部はオープン参加の為、予選会は有りません。 ｵｰﾌﾟﾝ

3 第52回全国ママさんバレーボール大会 8/30(月)～9/1(水) 奈良県 5/30 刈羽村 5,000 全1 （ママ連）

4 第41回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ男子選手権大会 8/7(土)～8/9(月) 大阪府大阪市 7/9 6月20日 新潟県
5/9

吉田町 吉田総合体育館 10,000 全1:ブ1 4/25
県央

石黒 昭彦 安井　悟 金子　恭

5 第41回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ女子選手権大会 7/15(木)～7/18(日) 広島県広島市 6/18 10,000 全1:ブ1 近田 孝之 夘野 秀幸

6 第21回日本スポーツマスターズ2021(男女) 9/18(土)～9/21(火) 岡山県岡山市 他 7/16 6/13 柏崎市 西山総合体育館 10,000 全1 柏崎 小林　優 前澤 仁也 前原 和博

7
第20回全国社会人東ブロック男女優勝大会 　10/28(木)～ 

　　　　10/31(日)
北海道帯広市 9/17 9/5 糸魚川市 能生体育館

10,000 全1
上越 山崎日出海 塚田　隆 道又 隆子

8 10,000 全1

9 第91回全日本総合男子選手権大会 　11/26(金)～ 
　　　　11/28(日)

大阪府大阪市 10/25 10/3 十日町市 十日町市総合体育館
10,000 全1

魚沼 小嶋百合子 関　精一 長島 政範
10 第90回全日本総合女子選手権大会 10,000 全1

11 新潟県ﾏﾏさん選手権大会(越後製菓ｶｯﾌﾟ2020)(決勝大会) 11/23 新潟市 新潟市東総合スポーツセンター （ママ連）

12 第11回全国ママさんバレーボール冬季大会 未定 未定 未定 未定 （ママ連）

13 第35回新潟県男女選手権大会(さわやか杯) 12/5 10,000 県央 石井　亨 木口 裕司

［６人制］

1 中部日本総合男女選手権大会 7/17(土)18(日) 新潟県長岡市 中止 5/9 新発田市 中　止 10,000 本1 4/25 新発田 林　健一 阿部 竹靖 吉田 敏晴 渡邉 一史

2 全国高等学校総合体育大会 男子 8/2(月)～8/6(金) 石川県金沢市 6/25
6/18～20 新潟県

5/29,30,6/6 燕市 他 燕市体育センター 他 550/人 全1ブ4 （高体連） 佐藤 優之

3 全国高等学校総合体育大会 女子 7/27(火)～7/31(土) 石川県金沢市 6/25 6/4～6 小千谷市 他 小千谷市総合体育館 他 550/人 全1ブ4 （高体連） 中村 哲也

4 第41回全日本小学生大会　男子 8/10(火)～8/13金) 奈良県奈良市 他 6/30

6/26,27 柏崎市 柏崎総合体育館 他

7,000 全2ﾌﾞ6

（小連）第41回全日本小学生大会　女子 8/10(火)～8/13金) 和歌山県橋本市 他 6/30

第41回全日本小学生大会　混合　 8/10(火)～8/13金) 兵庫県姫路市 他 6/30

5 第41回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ男子選手権大会 8/13(金)～8/16(月) 滋賀県草津市・大津市 7/4
5/16 新潟市 新潟市鳥屋野総合体育館

10,000 全1:ブ1
新潟 坂井 一行 五十嵐 健 嵐山 祐治 前原　恵

6 第41回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ女子選手権大会 8/7(土)～8/9(月) 高知県高知市 7/7 10,000 全1:ブ1

7 第51回全日本中学校選手権大会 8/18(水)～8/21(土) 埼玉県所沢市・さいたま市 8/9 7/18,19 900/人 ブ3 （中体連） 大井 和人

8 第76回国民体育大会(成年男女)  10/1(金)～10/4(月) 三重県津市 9/2 8/20～22 長野県 6/13 上越市 上越市三和体育館 10,000 ブ各1 上越 織部　徹 志賀 大介 道又 隆子

9
令和3年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会

未定 東京都 9/11～12 石川県 7/4 長岡市 長岡市みしま体育館 一般10000円 
中高5000円 全1(ブ) 6/20 長岡 若松 岳人 込山 雄一郎 本間 克敬 赤川 孝義

兼新潟県男女優勝大会

10 第24回全国ﾔﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ優勝大会　 9/25(土)～9/26(日) 大阪府門真市 他 7/24 上越市 リージョンプラザ上越 5,000 男女各1 （ﾔﾝｸﾞ連）

11 第41回新潟県高校1.2年生大会(男子)
第22回北信越高校新人大会 2/11～13 福井県

1/29～31 新発田市 新発田市カルチャーセンター 他 6,000 (ブ4) （高体連）
櫻井　修

12 第41回新潟県高校1.2年生大会(女子) 1/29～31 新発田市 新発田市カルチャーセンター 他 6,000 (ブ4) （高体連）

13 第32回新潟県小学生大会(すこやか北越銀行杯) 11/21 長岡市 長岡市みしま体育館 7,000 （小連）

14 第19回新潟県ﾔﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ交流大会 12/4 上越市 リージョンプラザ上越 他 5,000 （ﾔﾝｸﾞ連）

15 第37回新潟県中学校選抜優勝大会 1/8,9 五泉市 五泉市総合会館 5,000 (ブ4) （中体連） 大井 和人

16 第74回全日本高等学校男子選手権大会(春高)
1/5(水)～1/9(日) 東京都渋谷区

10/16,17 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）
大倉 雄介

17 第74回全日本高等学校女子選手権大会(春高) 10/30,11/3 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）

[ビーチバレー]

1 21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 8/12(木)～8/15(日) 愛媛県伊予市 3,000 1

ビーチ連

2 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｶﾚｯｼﾞ2021第33回全日本BV大学男女選手権大会 7/15(木)～7/16(金) 兵庫県明石市 4,000 1

3 第20回全日本ＢＶジュニア男子選手権大会 8/9(月)～8/12(木) 大阪市阪南市 3,000 1

4 第35回ビーチバレージャパン 8/12(木)～8/14(土) 神奈川県藤沢市 4,000 1

5 第12回全国中学生ビーチバレー大会 8/16(月)～8/17(火) 神奈川県藤沢市 男女各2

6 第76回国民体育大会 9/26(日)～9/19(水) 三重県津市 － 男女各4名

7 第32回日本海ｶｯﾌﾟ2人制選手権大会「日本海カップ」 3,000

8 第19回日本海ｶｯﾌﾟ4人制選手権大会「日本海カップ」 3,000

9 第32回全日本ビーチバレー女子選手権大会 8/19(土)～8/22(日) 大阪府岬町 4,000 1

[ソフトバレー]

1 第29回全国ソフトバレーシルバー・フェスティバル 11/26(金)～11/28(日) 奈良県桜井市 9/30

6/27 妙高市 妙高市総合体育館

5,000 全2

(ソフト連)

2 第23回全国ソフトバレー･レディースフェスティバル 10/22(金)～10/24(日) 佐賀県佐賀市 8/20 5,000 全1

3 第10回全国ソフトバレー・スポレクフェステバル 9/24(金)～9/26(日) 千葉県船橋市 7/17 5,000 全1

4 第6回ソフトバレー・フリーフェステバル 11/13(土)～11/14(日) 熊本県八代市 9/17 5,000 全1

5 令和3年度　ソフトバレー・北信越総合フェステバル　 10/16(土) 長野県 9月下旬

9/23 長岡市

長岡市みしま体育館 5,000 各部1

6 令和3年度　ソフトバレー・北信越ファミリーキッズ　 10/24(日) 富山県 9月下旬 長岡市南部体育館 5,000 オープン

7 第6回新潟県ソフトバレーボール交流大会 5/30 新潟市 新潟市秋葉区総合体育館 3,000

8 第6回新潟カップソフトバレーボール大会 7/23 長岡市 長岡市みしま体育館 3,000

9 第10回新潟県ソフトバレーボールフェステバル 11/7 柏崎市 西山総合体育館 3,000

◇中部日本6人制総合男女選手権大会：7/17(土)18(日）　長岡市
<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。◇第51回北信越高等学校バレーボール選手権大会：6/18(金)～20(日)　上越市

◇第52回北信越大学選手権大会(春季)：5/20(木)～23(日)　福井県福井市

◇モルテン杯第15回北信越クラブバレーボール連盟6人制選手権大会：6/12(土)調整中　長野県大町市 新潟県バレーボール協会ホームページ www.nva.jp◇モルテン杯第16回北信越クラブバレーボール連盟９人制選手権大会：3/19（土)～20(日)　長野県大町市

1


