
２０１９年度富山県バレーボール協会競技日程 　　
種別 競　技　会　名 会　　場  主管及び協力協会

２７･2８･２９ ⑥ 春季高校男女兼中部日本総合予選会<＊.１> 県西部体･氷見ふれスポ･黒部総体 高体連
21 ⑨ 春季総合男女選手権大会 入善町総合体育館 競技・入善町協会
12 ⑥ 春季総合男女兼中部日本総合予選会<*.1> 滑川市総体・サン･アビリテｨーズ 競技・滑川市協会
19 ⑥⑨ 実業団男女優勝大会県予選会 北陸電力体育館 実連
19 ⑥ 全日本クラブカップ予選会６人制<*.1> 上市町総合体育館 ｸﾗﾌﾞ連
19 ⑨ 第2８回県民スポ・レク祭 富山県西部体育センター ﾏﾏさん連

25 ｿﾌﾄ 第２８回県民スポレク祭ソフトバレー大会 県西部体育センター ｿﾌﾄ連

26 ⑨ 全日本クラブカップ予選会９人制<*.1> 上市町総合体育館 ｸﾗﾌﾞ連
26 ⑨ 第５０回全国ママさんバレーボール県予選大会 富山市東富山体育館 ﾏﾏさん連 全国8／1～4（木～日）奈良県

高校男女総合体育大会<*.1>

  兼 県民体育大会<*.1>

1 ⑨ 第3１回全国いそじ県予選大会・ことぶき交流会 富山市体育文化センター ﾏﾏさん連

2 ⑥⑨ 県体一部成年男女兼 第４０回北信越国体予選会 県西部体育センター 競技・砺波市協会

9 ﾋﾞｰﾁ② 2019年度富山県ビーチバレーボール大学選手権大会 富山市岩瀬浜海水浴場 学連・ﾋﾞｰﾁ連
15～16 ⑥ 全日本小学生大会県予選会 黒部市体育センター 小連 北信越7/27～28　新潟県新潟市　全国大会8/6～9川崎市・大田区・他　

16 ｿﾌﾄ 2019ソフトバレーのつどいｉｎやまだ 富山市山田小中学校体育館 ｿﾌﾄ連

22 ﾋﾞｰﾁ② 国体最終選考会 富山市岩瀬浜海水浴場 ﾋﾞｰﾁ連

23 ﾋﾞｰﾁ② 2019年度富山県ビーチバレーボール選手権大会 富山市岩瀬浜海水浴場 ﾋﾞｰﾁ連
23 ⑨ マスターズ２０１９県予選会 富山市体育文化センター 競技・富山市協会 全国 9/21～24　岐阜県山県市・関市･美濃市・高山市

7 ⑥ 天皇杯･皇后杯全日本大会県予選会 氷見市ふれあいスポーツセンター 競技・氷見市協会
14～15 ⑥ 県中学校総合選手権大会 県西部体育センター 中体連

15 第5回会長杯ビーチバレーオープン富山県大会 富山市岩瀬浜海水浴場 ﾋﾞｰﾁ連
21 全国中学生ビーチバレー大会富山県予選 富山市岩瀬浜海水浴場 ﾋﾞｰﾁ連 男女：全国中学　8/16、17（神奈川県藤沢市）
21 ⑨ 県体二部   一般男女 黒部市総合体育センター 競技・黒部市協会
28 ⑧ 県体二部   混合 砺波体育センター 競技・砺波市協会
28 ⑥ 県体二部　中学の部 宇奈月中、雄山中、入善西中、入善中 中体連
28 ⑨ 県体三部　 婦人の部 上市町総合体育館 ﾏﾏさん連
18 ⑨ 社会人男女優勝大会県予選会 富山県総合体育センター 競技・富山市協会（未） 全国社会人東ブロック大会10/24～27　青森県青森市
25 ﾋﾞｰﾁ 第３回富山県ビーチバレーボールフェスティバル（予定） 富山市岩瀬浜海水浴場 ﾋﾞｰﾁ連

1 ⑥⑨ デサント杯第1８回北信越クラブ男女優勝大会県予選会 上市町総合体育館 ｸﾗﾌﾞ連 北信越10/19～20　富山県富山市
1 ⑨ 第９回全国ママさんバレー冬季大会県予選大会 富山市体育文化センター ﾏﾏさん連 全国　12/6～12/9沖縄県　

15 ⑨ 秋季一般男女兼全日本総合予選会 井波社会体育館 八己女体育館 競技・南砺市協会 全国　男女11/28～12/1大阪府大阪市
16 ⑨ 201９TOYAMAレディース大会 県総合体育センター ﾏﾏさん連

全国　1/5～12　東京都調布市

13 ⑨ 第4２回KNB杯ママさんバレーボール決勝大会 上市町総合体育館 ﾏﾏさん連
未定 ⑥ クラブ秋季大会 未定 ｸﾗﾌﾞ連

3 ⑨ 第５回富山県ママさんバレーボール連盟杯 上市町総合体育館 ﾏﾏさん連
9 ⑥ 県中学選抜体育大会 黒部市総合体育センター 中体連

18 ⑥ 第２７回県学連バレーボール選手権大会 富山大学体育館 学連
23 ソフト ２０１９ソフトバレーフェスティバルｉｎとやま 県西部体育センター ｿﾌﾄ連
24 ⑥ 秋季総合男女県選手権大会 ｱｲｻﾞｯｸｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｰﾑ 競技・富山市協会

１２月 14～15 ⑥ 県小学生大会 県西部総合体育センター 小連
４～６ ⑥ 立山杯中学男子バレーボール大会 県総合体育センター 中体連
４～６ ⑥ 立山杯中学女子バレーボール大会 入善町総体 中体連

１８･１９･２５ ⑥ 高校新人大会 福野体育館・高岡市竹平記念・県総体 高体連 北信越新人2/7～9　富山県黒部市・魚津市・滑川市
25～26 ⑥ 中学北信越新人富山県大会 富山・高岡地区中学体校育館 中体連 北信越新人3/20～21富山県黒部市・入善町・朝日町

9 ⑨ モルテン杯第1４回北信越クラブ９人制選手権大会予選会 滑川市総合体育センター ｸﾗﾌﾞ連・滑川市協会 北信越3/21～22　石川県金沢市・小松市
16 ⑥ 第６回はばたけ小学生バレーボール大会 県西部総合体育センター 小連

1 ｿﾌﾄ 2020スノーバレーフェスティバルｉｎやまだ 山田牛岳温泉スキー場 ｿﾌﾄ連
1 ⑥ クラブ春季大会 滑川市総合体育センター ｸﾗﾌﾞ連・滑川市協会  

15 or 22 ⑨ クラブ春季大会 上市町総合体育館 ｸﾗﾌﾞ連 　　

モルテン杯第１４回北信越クラブ６人制選手権大会 魚津市ありそドーム ｸﾗﾌﾞ連  
平成30年度 6人制ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ北信越推薦枠選考大会 魚津市総合体育館 ｸﾗﾌﾞ連
2019年天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会（北信越ブロック大会） 朝日町文化体育センター(ｻﾝﾘｰﾅ) 富山県・朝日町協会
ワールドカップ 富山市総合体育館 富山県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会
第１１回北信越実業団９人制バレーボール大会 富山県総合体育センター 実連
２０１９年デサント杯第１８回北信越クラブバレーボール男女優勝大会 富山県総合体育センター　他 ｸﾗﾌﾞ連
Ｖ１リーグ　女子 富山県西部体育センター ｱｸｱ・南砺市・砺波市協会

第6７回秋季北信越大学バレーボール選手権大会 富山県　（10/2６～2８　石川県） 大学連
Ｖ１リーグ　女子 黒部市総合体育センター ｱｸｱ・黒部市協会

１２月 Ｖ１リーグ　女子 黒部市総合体育センター ｱｸｱ・黒部市協会
２月 ２０１９年第２０回北信越高等学校新人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 黒部市・魚津市・滑川市 高体連
３月 ２０１９年管公学製服杯第１８回北信越中新人バレーボール優勝大会 黒部市・入善町・朝日町 中体連

＜＊.１＞　第40回北信越国体の補強選手は ＊.１ のいずれかの大会に選手として出場していることを条件とする。　
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上位大会（ワールドカップ・Ｖ１リーグ・全国・北信越大会)

9月

6月

北信越　6/1４～1６福井県福井市越前市　全国男子7/30～8/3　宮崎県都城市・えびの市　女子7/24～7/28　宮崎県
都城市・小林市

男子：全国 8/10〜12（神奈川県藤沢市）、女子：全国 8/15〜18（大阪府岬町）

本国体 9/13〜16（茨城県大洗町）

8月

９月

9/７･８・
    1１/４・
    11/23

⑥ 県高校秋季大会 兼 全国高等学校選手権大会予選会 高体連

全国レディース10/25～27（静岡県静岡市）、全国スポレク11/1～3（沖縄県沖縄市）、全国フリーフェスティバル11/9～10（福岡
県福岡市）、全国シルバー10/11～13（宮崎県宮崎市）

全国 ことぶき大会11/6～8三重県・いそじ大会 3/5～7　石川県

北信越国体 8/2３～２５石川県金沢市　本国体10/2～5　茨城県ひたちなか市・結城市

ﾋﾞｰﾁ④

　　

北信越９／７～８富山県朝日町　ファイナル3/25～29神奈川県川崎市　
北信越8/6～7　新潟県新潟市　全国8/17～20　和歌山県和歌山市

５／２６･
     １･２

⑥ 小杉総体・魚津市総体・県総体
高体連

4月
7/1３～１５  中部日本総合選手権　福井県福井市

１0月

ファミリーとプラチナは北信越ファミリー・キッズ＆一般フェスティバル（新潟県）、ゴールドは、ねんりんピック11/9～12（和歌山
県橋本市）、

北信越国体 8/2３～２５石川県金沢市　本国体10/2～5　茨城県ひたちなか市・結城市

北信越　6/29（長野県）、全国 8/6〜8（神奈川県川崎市）

全国男子8/9～12兵庫県加古川市 ､女子8/2～4大阪府大阪市

5月

7月

10月

11月

2019年3月

全国 ⑨男子 7/26～29 愛媛県松山市・伊予市
全国男子8/8～11北海道旭川市 ､女子8/9～12福井県福井市

 

日程

福野体育館・小杉総体・県総体

7/1３～１５  中部日本総合選手権　福井県福井市

全国・北信越大会


