
別紙②

［９人制］　 ２０１６ （平成28） 年度 新潟県バレーボール協会競技日程 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69回全日本実業団男子選手権大会 7/22(金)-7/25(月) 島根県松江市 6/15 4/17 10,000 全1

2 第68回全日本実業団女子選手権大会 7/1(金)-7/4(月) 滋賀県大津市 6/1 4/17 10,000 ｵｰﾌﾟﾝ

3 第46回全国ママさん大会 6/5 村上市 神林総合体育館 5,000 全1 （ママ連） 関本 美代子 大越 美恵子　 有坂 とも子

4 第36回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ男子選手権大会 8/11(木)-8/14(日) 三重県伊勢市 7/13 6/5 燕市 燕市体育センター 10,000 全2 5/22 県央 石黒 昭彦 安井　悟 山田　修

5 第36回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ女子選手権大会 8/4(木)-8/7(日) 千葉県千葉市 7/6 6/5 加茂市 加茂勤労者体育センター 10,000 全1 5/22 県央 今井 勝子 近藤 克也 卯野 英幸

6 第16回日本スポーツマスターズ2016(男女) 9/24(土)‐9/27(火) 秋田県秋田市 7/15 7/3 長岡市 長岡市北部体育館 10,000 全1 6/19 長岡 若松 岳人 板垣 篤史 大井 和人 長島 政範

7 第15回全国社会人東ブロック男子優勝大会 8/7 10,000 東ﾌﾞ2 7/24

8 第15回全国社会人東ブロック女子優勝大会 8/7 10,000 東ﾌﾞ1 7/24

9 第86回全日本総合男子選手権大会 11/11(金)-11/14(月) 京都府京都市･向日市 10/5 9/11 柏崎市 柏崎市総合体育館(予定) 10,000 全1 8/28 中山　徹 前原 和博

10 第85回全日本総合女子選手権大会 11/18(金)-11/20(日) 大阪府大阪市 10/12 9/11 柏崎市 柏崎市総合体育館(予定) 10,000 全1 8/28 中山　徹 前原 和博

11 新潟県ﾏﾏさん選手権大会(越後製菓ｶｯﾌﾟ2016)(決勝大会) 11/3 三条or燕市 三条市総合体育館or燕市 （ママ連） 関本 美代子 大越 美恵子　 有坂 とも子

12 第 6回全国ママさん冬季大会 7/31 上越市 リージョンプラザ上越 （ママ連） 関本 美代子 大越 美恵子　 有坂 とも子

13 第32回新潟県男女選手権大会(さわやか杯) 12/4? 10,000 県央 若宮 勝彦 石井　亨 中川 清人

［６人制］
1 中部日本総合男女選手権大会 7/16(土)-7/18(月) 静岡県浜松市 5/8 新発田市 新発田中央高校体育館 10,000 本1 4/24 新発田 高橋 慶一 黒川　雄平 吉田 敏晴 渡辺 一史

2 全国高等学校総合体育大会 男子 7/29(金)-8/2(火) 山口県山口市・宇部市 6/3～5 新発田市 新発田市カルチャーセンター 他 550/人 全1ブ4 （高体連）

3 全国高等学校総合体育大会 女子 8/3(水)-8/7(日) 山口県山口市・防府市 5/28･29､6/5 新潟市 新潟市東総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他 550/人 全1ブ4 （高体連）

4 第36回全日本小学生大会(ファミリーマートカップ) 8/9(火)-8/12(金)
渋谷区･町田市･所沢
市･浦安市･相模原市

7/1 6/25～26 佐渡市 サンテラ佐渡スーパーアリーナ 他 5,000 全2ﾌﾞ6 6/11 （小連） 吉田 敏晴

5 第36回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ男子選手権大会 7/28(木)-7/31(日) 宮城県仙台市 7/6 5/22 10,000 全1 5/8

6 第36回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ女子選手権大会 8/11(木)-8/14(日) 大阪府大阪市 7/6 5/22 10,000 全1 5/8

7 第46回全日本中学校選手権大会 8/19(金)-8/22(月)
富山県魚津市・黒部

市・入善町
8/12 8/2-4 富山県黒部

市・入善町 7/27 7/25-26 長岡市 長岡市民体育館･長岡市北部体育館 800/人 ブ3 （中体連） 板垣 篤史 奈良井 繁史 大井 和人

8 第71回国民体育大会(成年男子) 10/2(日)-10/5(水) 6/12 ブ1

9 第71回国民体育大会(成年女子) 10/2(日)-10/5(水) 6/12 ブ1

10 平成28年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 12/16(金)-12/18(日)
12/24(土)-12/25(日)

ﾌｧｲﾅﾙR1:渋谷区
ﾌｧｲﾅﾙR２：大田区

10/15-10/16
石川県
金沢市

7/24 柏崎市 会場未定
一般10000円
中高5000円 男女ブ1 7/10 柏崎 中山　徹 前原 和博

11 第19回全国ﾔﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ優勝大会　 9/24(土)-9/25(日) 大阪府大阪市･門真市 7/10 上越市 リージョンプラザ上越(予定) 5,000 男女各２ （ﾔﾝｸﾞ連）

12 第37回新潟県高校1.2年生大会(男子) 1/28～29 新潟市 新潟市東総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他 6,000 (ブ4) （高体連）

13 第37回新潟県高校1.2年生大会(女子) 1/28～29 柏崎市 柏崎市総合体育館 6,000 (ブ4) （高体連）

14 第28回新潟県小学生大会(すこやか北越銀行杯) 11/20 長岡市 長岡市みしま体育館 他 5,000 11/6 （小連） 吉田 敏晴

15 第37回新潟県男子優勝大会 10,000

16 第25回新潟県女子優勝大会 10,000

17 第14回新潟県ﾔﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ交流大会 12/3or12/10 上越市 リージョンプラザ上越(予定) 5,000 （ﾔﾝｸﾞ連）

18 第32回新潟県中学校選抜優勝大会 1/21-22 新潟市 新潟市内中学校体育館 5,000 12/1予定 （中体連） 奈良井 繁史 前澤 仁也 大井 和人

19 第69回全日本高等学校男子選手権大会(春高) 1/4(水)-1/8(日) 10/22､11/2～３ 長岡市 長岡市市民体育館 他 6,000 全1 （高体連）

20 第69回全日本高等学校女子選手権大会(春高) 1/4(水)-1/8(日) 10/22、11/2～３ 上越市 リージョンプラザ上越 6,000 全1 （高体連）

[ビーチバレー]
1 ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会 8/11(木)-8/14(日) 愛知県伊予市 7/26 6/12 上越市 直江津海岸ビーチバレー常設コート 4,000 1 5/29

2 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｶﾚｯｼﾞ2016第28回全日本BV大学男女選手権大会 8/12(金)-8/14(日) 神奈川県川崎市 /未定 上越市 直江津海岸ビーチバレー常設コート 4,000 1 /未定

3 第15回全日本ＢＶジュニア男子選手権大会 8/5(金)-8/8(月) 大阪府阪南市 6/12 上越市 直江津海岸ビーチバレー常設コート 3,000 ブ1 5/29

4 第30回ビーチバレージャパン 8/26(金)-8/28(日) 神奈川県藤沢市 6/26 上越市 直江津海岸ビーチバレー常設コート 3,000 1 6/12

5 第7回全国中学生ビーチバレー大会 8/13(土)-8/14(日) 神奈川県藤沢市 /未定 未定 未定 3,000 1 /未定

6 第28日本海ｶｯﾌﾟ2人制選手権大会「日本海カップ」 8/21 新潟市 日和山浜海岸ビーチバレー常設コート 3,000 8/7

7 第14回日本海ｶｯﾌﾟ4人制選手権大会「日本海カップ」 7/10 新潟市 日和山浜海岸ビーチバレー常設コート 3,000 6/26

8 第27回全日本ビーチバレー女子選手権大会 7/28(木)-7/31(日) 大阪府泉南郡岬町 7/11 6/26 上越市 直江津海岸ビーチバレー常設コート 3,000 ブ1 6/12

[ソフトバレー]
1 第24回全国ソフトバレーボールシルバー・フェスティバル 10/8(土)-10/9(日) 徳島県鳴門市 / 6/12 5,000 全1 5/29 (ソフト連)

2 第18回全国ソフトバレーボール･レディース交流大会 10/29(土)-10/30(日) 沖縄県那覇市 / 6/12 5,000 全1 5/29 長岡

3 第5回全国ソフトバレー・スポレクフェステバル 11/12(土)-11/13(日) 島根県松江市 / 8/7 新発田市 新発田市カルチャーセンター 5,000 全1 7/24 下越

4 第1回ソフトバレー・フリーフェステバル 3/4(土)-3/5(日) 東京都町田市 / 11/13 胎内市 胎内市総合体育館 5,000 全1 10/30 下越

8/28 上越市 リージョンプラザ上越 5,000 各部4 8/14 上越

8/28 燕市 燕市体育センター 5,000 各部4 8/14 県央

8/21 柏崎市 柏崎市総合体育館 5,000 各部4 8/7 柏崎

8/28 上越市 リージョンプラザ上越 5,000 各部2 8/14 上越

8/28 燕市 燕市体育センター 5,000 各部2 8/14 県央

7 第5回新潟県ソフトバレーボールフェステバル 11/13 胎内市 胎内市総合体育館 5,000 10/30 下越

◇

◇ﾓﾙﾃﾝ杯第11回北信越ｸﾗﾌﾞ9人制選手権大会:3/11(土)-3/12(日):石川県金沢市

◇ﾐｽﾞﾉ杯第15回北信越69ｸﾗﾌﾞ男女優勝大会:10/29(土)-10/30(日):福井県あわら市･坂井市

◇第64回秋季北信越大学男女選手権:10/21(金)-10/23(日) ,

◇第8回北信越実業団９人制男女選手権大会:10/29(土)-10/30(日):長野県松本市

10/29(土)-10/30(日):石川県白山市

11/6

9/16

9/25

◇ﾓﾙﾃﾝ杯第10回北信越ｸﾗﾌﾞ6人制選手権大会:6/12(日):富山県魚津市

長岡市

★V・プレミアリーグ（女子）：11/12（土） リージョンプラザ上越

★V・プレミアリーグ（女子）：11/13（日） アオーレ長岡

◇第52回北信越高等学校選手権大会：6/17～19 ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ上越

◇第 ７回全日本6人制北信越地域ﾘｰｸﾞ大会:9/3(土)-9/4(日):石川県金沢市 新潟県バレーボール協会ホームページ www.nva.jp◇ソフトバレー北信越フェステバル：10/15～16：ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ上越

◇第46回春季北信越大学男女選手権: 5/26(木)-5/29(日):長野県飯山市
<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。

◇天皇･皇后杯北信越ブロックラウンド:10/15(土)-10/16(日):石川県金沢市

※第７回全国ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ8's交流大会(60歳代):9/30(金)-10/2(日):北海道函館市

5

6
平成28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

長岡市 長岡市南部体育館

ビーチ連

ﾓﾙﾃﾝ･ﾐｶｻ杯 北信越中学新人大会

東京都渋谷区

11/20 長岡市中之島体育館 長岡 若松 岳人

飯塚　聡10,000

山岸 正秋 赤川 孝義

5/29 上越 山崎 日出海 小林　浩之

第17回北信越高校新人大会 2/10-2/12
あわら市
・坂井市

上越市総合体育館

嵐山 祐治 池上 宗継

岩手県一関市・花巻市 9/1 8/26-8/28
長野県
松本市

上越市

新潟市 新潟市鳥屋野総合体育館 新潟 上原 勇基

上原 勇基 川瀬 敏裕 嵐山 祐治

柏崎

6/30 6/17-6/19
新潟県
上越市

11/3(木)-11/6(日) 北海道江別市 9/21 新潟市 新潟市西総合スポーツセンター 新潟

競　　技　　役　　員　　等

南魚沼市 市立六日町中学校体育館 4/8 長岡 羽鳥 正一 関　精一 長島 政範 長島 政範

2016/3/19
№ 競　技　会　名（JVA国内競技会県予選 他）

全 国 大 会 ブ ロ ッ ク 大 会 　県　　予　　選　　会　　（県　大　会）　　

平成28年度　ソフトバレー・北信越総合フェステバル　 10/15-10/16

10/30

新潟県
上越市

石川県
津幡町

お詫び

調整中の部分も
あります。確定
次第，アップし
ますのでご確認
ください。

リオ五輪開催と国内
大会の日程調整で大
幅に変わる要素あり


	2016競技日程・会場割振り(会場・役員)

