
平  成  ３０  年  度        　      

整理

番号 期　　　日 開 催 地 期　日 開催地 期　日 開催地 締　切

1 ベルジョイスカップ　第41回岩手県春のママさんバレーボール大会   4.14(土)～15(日) 滝沢市 川　村　一　子 高　橋　惠　子 佐　藤　智　子 稲　辺　恵美子

2 岩手県バレーボール一般選手権大会   4.14(土)～15(日) 一関市 小笠原　義　文 千　葉　智　行 千　葉　精　一 佐々木　泰　幸

3 第49回　全国ママさんバレーボール大会　 5. 19(土)～ 20(日) 花巻市 川　村　一　子 高　橋　惠　子 佐　藤　智　子 稲　辺　恵美子 8.2～5 兵庫県・神戸市

4 第26回　岩手県中学校春季バレーボール大会   5. 5(土)～ 6(日)
大船渡市

陸前高田市
住田町

柿　崎　　　肇 津志田　静　徳 伊　藤　展　博 菊　池　　　聡

7.26～7.30 三重県伊勢市

8.1～5 三重県津市

6 第70回　岩手県高等学校定時制通信制体育大会バレーボール大会   6.2(土) 奥州市 立　花　起　一 田　中　　　基 菊　池　秀　成 佐々木　泰　幸 7.1

8.17～8.19 大阪市

7.26～7/29 宇都宮市 7.4

11.3～5 富山県黒部市 健康福祉祭

9.22～24 新潟県長岡市 シルバー

10.26～28 滋賀県草津市 レディース

11.30～12.2 三重県津市 スポレク

31.2.16～17 東京都町田市 フリー

9 テレビ岩手杯　第42回　岩手県ママさんバレーボール大会   6.23(土)～24(日) 花巻市 川　村　一　子 高　橋　惠　子 佐　藤　智　子 稲　辺　恵美子 9.29～30 奥州市

7.26～7.29 山口市

8.10～8.13 久留米市 7.4

12 第18回　日本スポーツマスターズ2018バレーボール競技 岩手県予選会   6.24(日) 紫波町 阿　部　和　生 加　藤　　　治 高　橋　清　彦 藤　原　和　紀 9.15～9.18 札幌市 7.13

13 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会岩手県予選会   6. 30(土)～7．1(日)
盛岡市
滝沢市

小笠原　義　文 千　葉　智　行 高　橋　清　彦 佐々木　泰　幸 9.8～9.9 青森市

14 第38回　全日本バレーボール小学生大会岩手県大会   6.30(土)～7.1(日) 花巻市 吉　田　啓　二 松　田　金　光 坂　本　昌　彦 戸　羽　太　一 8.7～10 東京都・神奈川県 未定

15 第71回　岩手県民体育大会バレーボール競技   7. 7(土)～ 8(日) 二戸市他 小笠原　義　文 千　葉　智　行 高　橋　清　彦 佐々木　泰　幸 8.17～19 利府町 10.5～10.8
福井県 あわら市

坂井市

16 第65回　岩手県中学校総合体育大会バレーボール競技   7.14(土)～16(月) 一関市 柿　崎　　　肇 津志田　静　徳 伊　藤　展　博 菊　池　　　聡 8.8～10 青森県 8.21～8.24 島根県 松江市

17 第17回　全国社会人9人制バレーボール東ブロック男女優勝大会岩手県予選会   7.22(日) 紫波町 阿　部　和　生 加　藤　　　治 高　橋　清　彦 藤　原　和　紀 11.9～11.11 富山市

18 第12回　岩手県ソフトバレー・フェスティバル   7.22(日) 奥州市 小山田　正　敏 福　士　　　徹 佐　藤　泰　広 伊　藤　万　一

19 第15回　東北クラブバレーボール選手権大会『みちのくカップ』岩手県予選会   8..5(日) 北上市 阿　部　和　生 加　藤　　　治 高　橋　清　彦 藤　原　和　紀 10.13～14 秋田市

20 第30回　岩手県小学生バレーボール選抜大会   8.25(土)～26(日) 盛岡市 吉　田　啓　二　 松　田　金　光 坂　本　昌　彦 戸　羽　太　一 10.13～14 秋田県

21 第 8回　全国ママさんバレーボール冬季大会岩手県予選会   8. 25(土)～26(日) 花巻市 川　村　一　子 高　橋　惠　子 佐　藤　智　子 稲　辺　恵美子 12.7～10 福島県

23 第8回　岩手県9人制バレーボール選手権大会  8.19(日) 北上市 小笠原　義　文 渡　辺　　　透 高　橋　清　彦 藤　原　和　紀

24 第29回　エフエム岩手杯ソフトバレーボール大会  9.30(日) 滝沢市 小山田　正　敏 福　士　　　徹 佐　藤　泰　広 伊　藤　万　一

25 クリーニングホワイト急便カップ　はつらつママさんバレーボール大会  10.20(土)～21(日) 滝沢市 川　村　一　子 高　橋　惠　子 佐　藤　智　子 稲　辺　恵美子

26 第30回　全国家庭婦人バレーボールいそじ大会岩手県予選会  10. 27(土)～28(日) 遠野市 川　村　一　子 高　橋　惠　子 佐　藤　智　子 稲　辺　恵美子 未定

27 第27回　岩手県バレーボールシニア選手権大会  10.27(土) 盛岡市 小笠原　義　文 渡　辺　　　透 高　橋　清　彦 小野寺　　　太

28 第71回　全日本バレーボール高等学校選手権大会岩手県予選会  11. 2(金)～ 4(日) 盛岡市 立　花　起　一 田　中　　　基 高　橋　清　彦 佐々木　泰　幸 1.5～7.12.13 東京都調布市

29 第35回　いわて純情りんご杯岩手県小学生バレーボール育成大会  11.10(土)～11(日) 奥州市 吉　田　啓　二 松　田　金　光 坂　本　昌　彦 戸　羽　太　一 3.　～ 大分県

30 第48回　岩手県中学校新人大会　バレーボール競技  11.17(土)～18(日) 北上市 柿　崎　　　肇 津志田　静　徳 伊　藤　展　博 菊　池　　　聡

31 第25回　岩手県バレーボール６人制総合選手権大会  12. 8(土)～ 9(日)
盛岡市
滝沢市

小笠原　義　文 千　葉　智　行 高　橋　清　彦 佐々木　泰　幸

32 第66回　岩手県高等学校新人大会バレーボール競技   1.25(金)～27(日) 花巻市 立　花　起　一 田　中　　　基 菊　池　秀　成 佐々木　泰　幸 2.8～10 青森市

33 第15回　岩手県ソフトバレーボール交流大会   1.20(日) 滝沢市 小山田　正　敏 福　士　　　徹 佐　藤　泰　広 伊　藤　万　一

34 第34回　岩手県中学校選抜バレーボール大会   2.9(土)～10(日) 奥州市 柿　崎　　　肇 津志田　静　徳 伊　藤　展　博 菊　池　　　聡

35 めんこいテレビ杯　第28回岩手県小学生バレーボール新人大会   2.23(土)～24(日) 気仙地区 吉　田　啓　二 松　田　金　光 坂　本　昌　彦 戸　羽　太　一

36 ドリームカップ　第8回岩手県小学生バレーボール６年生大会 　3.9(土)～10(日) 雫石町 吉　田　啓　二 松　田　金　光 坂　本　昌　彦 戸　羽　太　一

※ 第46回　東北ママさんバレーボール大会　   9. 29(土)～ 30(日) 奥州市 川　村　一　子 高　橋　惠　子 佐　藤　智　子 稲　辺　恵美子

宮城県陸前高田市 佐　藤　新三郎 熊　谷　　　亨 菅　野　大　樹 佐々木　　　真 7.22

競　　　　技　　　　会　　　　名
県大会・予選会

大会担当役員 担当理事 競技委員長 審判委員長
東北大会 全　国　大　会 (2018.1 時点)

備　考

5 第70回　岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技 5.31(木)～6.3(日) 奥州市 立　花　起　一 田　中　　　基 菊　池　秀　成 佐々木　泰　幸 6.22～24 天童市 6.26

8 第30回　岩手県ソフトバレーボール大会兼東北ブロックフェスティバル予選会   6. 10(日） 盛岡市 小山田　正　敏 福　士　　　徹 佐　藤　泰　広 伊　藤　万　一 9.23 鶴岡市

7 第38回　全日本6人制バレーボールクラブカップ選手権大会岩手県予選会 　6.9(土)～10(日) 一関市 阿　部　和　生

11 第38回　全日本9人制バレーボールクラブカップ選手権大会岩手県予選会   6.24(日) 紫波町 阿　部　和　生 加　藤　　　治

渡　辺　　　透 高　橋　清　彦 藤　原　和　紀全日本9人制バレーボール総合選手権大会岩手県予選会

加　藤　　　治 高　橋　清　彦 藤　原　和　紀

高　橋　清　彦

第30回　ビーチバレーボール岩手県大会（一般・高校・中学の部）   6.23(土)～24(日)

   競  技  日  程　(H30.3.3現在）
岩手県バレーボール協会

11.29～12.2 大阪市

藤　原　和　紀

10

22  8.19(日) 北上市 小笠原　義　文
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