
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44回岩手県春のママさんバレーボール大会   4.17(土)～18(日) 滝沢市

2 第24回全国ヤングクラブ優勝大会岩手県予選 5.16(日) 紫波町 大阪市

7.27～31 石川県金沢市

8.2～6 石川県金沢市

4 第73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 5.30(日) 花巻市 8.12～8.15 神奈川県平塚市

5 第51回　全国ママさんバレーボール大会  5.未定 花巻市 未定 未定

10.30～11.2 岐阜県山県市 健康福祉祭

11.26～28 奈良県 シルバー

10.22～24 （九州） レディース

9.24～26 千葉県 スポレク

～ 調整中 フリー

8.13～8.16 草津市・大津市

8.6～8.9 高知県高知市

８月（未定） 愛媛県伊予市 ジュニア女子

８月（未定） 大阪府阪南市 ジュニア男子

8.12～8.14 神奈川県藤沢市 ジャパン

8.16～8.17 神奈川県藤沢市 全国中学生

８月（未定） 大阪府泉南郡岬町 女子選手権

9 第41回　全日本バレーボール小学生大会岩手県大会 6.26(土)～27(日) 花巻市 8.10～13
兵庫県･奈良県･和歌

山県

8.7～8.9 大阪府大阪市

7.15～7.18 広島県広島市

11 第21回　日本スポーツマスターズ2021 岡山大会バレーボール競技 岩手県予選会 6. 27(日) 紫波町 9.18～9.21 岡山県岡山市ほか

12 テレビ岩手杯　第45回　岩手県ママさんバレーボール大会   6.未定 未定 10.2～3 青森市

13 第73回　岩手県民体育大会バレーボール競技 7. 3(土)～ 4(日) 一関市

14 第68回　岩手県中学校総合体育大会バレーボール競技 7.17(土)～19(月) 宮古市 8.7～9 由利本荘市 8.18～8.21
埼玉県所沢市・さい

たま市

15 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 7.24(土)～25(日)
盛岡市
滝沢市

9.11～12 多賀城市・利府町

16 第15回　岩手県ソフトバレー・フェスティバル  7.18(日) 奥州市

17 第33回　岩手県小学生バレーボール選抜大会 8.21(土)～22(日) 盛岡市 9.25～26 青森市

18 第20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 8.22(日) 紫波町 10.28～10.31 北海道帯広市

19 第2回　アンダー10キッズ交流バレーボール大会   9.11(土)　 未　定

20 第18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   9.12(日)　 北上市 10.16～17 大崎市

21 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 9.26(日) 紫波町 10.26～10.28 大阪府大阪市

22 第11回　岩手県9人制バレーボール選手権大会 9.26(日) 紫波町

23 第11回　全国ママさんバレーボール冬季大会岩手県予選会 9.未定 花巻市 未定 未定

24 第31回　岩手県バレーボールシニア選手権大会 10.2(土) 盛岡市

25 第33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.未定 宮古市 未定 未定

令　和  ３  年  度 　 競  技  日  程
岩手県バレーボール協会

競　　　　技　　　　会　　　　名
県大会・予選会 東北大会 全　国　大　会 

備　考

6 第33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. 6(日) 盛岡市 9/26 盛岡市

3 第73回　岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技 5.28(金)～31(月) 花巻市 6.25～27
宮城県
利府町

7 第41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 6.12(土)～13(日) 一関市

8 第33回　ビーチバレーボール岩手県大会（一般・高校・中学の部） 6.19(土)～20(日) 陸前高田市

10 第41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 6.27(日) 紫波町
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26 第74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  10. 30(土)～31(日),3（水祝） 盛岡市 1.5～9 東京都渋谷区

27 第32回　エフエム岩手杯ソフトバレーボール大会 11.3(水・祝) 滝沢市

28 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  11.13(土)～14(日) 滝沢市

29 第51回　岩手県中学校新人大会　バレーボール競技 11.20(土)～21(日) 盛岡市

30 いわて純情りんご杯　第38回岩手県小学生バレーボール育成大会 11.27(土)～28(日)
奥州市

金ケ崎町
未定

31 第28回　岩手県バレーボール６人制総合選手権大会 12. 4(土)～ 5(日),12(日)
盛岡市
滝沢市

32 第１回岩手県U14ヤングクラブバレーボール大会 12. 11(土)～12(日) 紫波町

33 第69回　岩手県高等学校新人大会バレーボール競技 1.21(金)～23(日)
奥州市

金ヶ崎町
2.11～13 福島市

34 第18回　岩手県ソフトバレーボール交流大会   1.23(日) 滝沢市

35 めんこいテレビ杯　第31回岩手県小学生バレーボール新人大会 2.12(土)～13(日) 気仙地区

36 第11回　ドリームカップ岩手県小学生バレーボール６年生大会 2.26(土)～27(日) 雫石町

37 第２回岩手県中学校バレーボール選手権大会 3.19(土)〜20(日) 花巻市

38 JSERA杯第21回ソフトバレー・東北ブロックフェスティバル岩手大会 9.19(日) 盛岡市

39 2021-22 V.LEAGUE DIVISION１ WOMEN　レギュラーラウンド一関大会 10.23(土)～24(日) 一関市

第47回東北総合体育大会・第75回国民体育大会東北ブロック　　　(インドア） 8.20(金)～21(日)
山形県
天童市

10.1～4 三重県津市

東北ビーチバレーボール選手権大会　　　　　　　　　　　　　（ビーチ） 7.17(土)～18(日)
山形県
鶴岡市

9.26～29 三重県津市

※


