
2020.3.7現在

大会名 開催地 備考

東京杉一 東京 片桐ＶＢＣ 奈良 八本松 広島 横手Ｊｒ 秋田

上黒瀬 広島 日南ラビッツ 宮崎 香南ＢＶＣ 香川 二見Ｖ 三重

夢前ＪＶＣ 兵庫 国分寺スポ少 香川 比叡平 滋賀 大和 奈良

駿台学園 東京 山形市立第六 山形 サレジオ 東京 鞍手町立鞍手 福岡

金蘭会 大阪 八王子実践 東京 駿台学園 東京 熊本市立京陵 熊本

大阪府 熊本県 兵庫県 香川県

東京都 岡山県 福井県 埼玉県

東山 京都 駿台学園 東京 松本国際 長野 清風 大阪

東九州龍谷 大分 古川学園 宮城 金蘭会 大阪 共栄学園 東京

7/30 (火) ～ 8/3 (土) 松本国際 長野 東北 宮城 鎮西 熊本 東福岡 福岡

7/24 (水) ～ 7/28 (日) 就実 岡山 共栄学園 東京 下北沢成徳 東京 金蘭会 大阪

科技高刈谷 愛知 天理 奈良 橘 神奈川 横浜修悠館 神奈川

天理 奈良 科技高TBC宇都宮 栃木 荻窪 東京 向陽台 大阪

松江 島根 茨城 茨城 鈴鹿 三重 神戸市立 兵庫

新居浜 愛媛 松江 島根 福島 福島 鈴鹿 三重

早稲田大学 東京 筑波大学 茨城 中央大学 東京 東海大学 神奈川

筑波大学 茨城 福岡大学 福岡 東海大学 神奈川 順天堂大学 千葉

JFE西日本 広島 横河電機 東京 中部徳洲会病院 沖縄 住友電工 大阪

大分銀行 大分 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ津ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 三重 花王コスメ小田原 神奈川 松本市役所 長野

北海道 8/8 (木) ～ 8/11 (日) 岡崎建設Ｏｗｌｓ 岩手 金沢教員クラブ 石川 愛媛クラブ 愛媛 ＥＸＩＴ 大阪

福井 8/9 (金) ～ 8/12 (月) リガーレ仙台 宮城 CLUB　EHIME 愛媛 福井クラブ 福井 尚絅学院大学クラブ 宮城

兵庫 8/9 (金) ～ 8/12 (月) おかやま 岡山 群雄会 静岡 愛知ＡＬＬ ＢＬＡＣＫＳ 愛知 沖縄銀行 沖縄

大阪 8/2 (金) ～ 8/4 (日) 日本体育大学 東京 パナソニック大阪 大阪 Ｌｏｔｕｓ 大阪 ＦＩＮＡＬ－Ｋ． 岐阜

リコー沼津 静岡 NONAME 埼玉 オ ル ガ ン 針 長野  ぞ み ク ラ ブ 愛知

新宿闘心会 東京 T．V．C 静岡 佐久総合病院 長野 東邦ガスクラブ 愛知

日立笠戸 山口 山口クラブ 山口 ペットメディカルセンターＥＩＲ 沖縄 大桜クラブ 鹿児島

ＷＩＮＧ 兵庫 ＳＭＣ 兵庫 丸亀クラブ 香川 Ｖｏｒｉｅｓクラブ 滋賀

サントリーサンバーズ 大阪 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾊﾟﾝｻｰｽﾞ 大阪 東レアローズ 静岡 ＪＴサンダーズ 広島

東レアローズ 滋賀 日立リヴァーレ 茨城 ＪＴマーヴェラス 大阪 岡谷シーガルズ 岡山

※中止

※中止

住友電工 大阪 ＪＦＥ西日本 広島 住友電工伊丹 兵庫 富士通 兵庫

ﾃﾞﾝｿｰﾃﾝ ﾚｯﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ 兵庫 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾙｽﾞ 大阪 マツダ クロス・ナイン 広島 鹿児島銀行ﾚｼﾞｵﾝｳｨﾝｸﾞｽ 鹿児島

各地 1/25 (土) ～ 2/23 (日) JUWA 茨城 千葉ZELVA 千葉 日本製鉄君津 千葉 アイシン 愛知

各地 1/25 (土) ～ 2/16 (日) クボタ 大阪 STO４４ 大阪 福井工業大学 福井 いわさきBlueWave 鹿児島

各地 1/25 (土) ～ 2/2 (日) 山梨中央銀行 山梨 ﾌｫﾚｽﾄﾘｰｳﾞｽ熊本 熊本 みえ高田VC sala 三重 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ姫路ｳﾞｨｱｰﾚ 兵庫

3/7 (土) ※中止

10/26 (土) ～ 2/29 (土) ジェイテクトSTINGS 愛知 パナソニックパンサーズ 大阪 サントリーサンバーズ 大阪 JTサンダーズ広島 平島

10/12 (土) ～ 1/26 (日) JTマーヴェラス 大阪 岡山シーガルズ 岡山 埼玉上尾メディックス 埼玉 デンソーエアリビーズ 愛知

11/2 (土) ～ 3/8 (日) 富士通川崎ﾚｯﾄﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ 神奈川 ヴォレアス北海道 北海道 埼玉アザレア 埼玉 ﾄﾖﾀ自動車ｻﾝﾎｰｸｽ 愛知 ※２月23日で打ち切り

11/9 (土) ～ 2/9 (日) 群馬銀行ｸﾞﾘｰﾝｳｨﾝｸﾞｽ 群馬 GCC東京ｻﾝﾋﾞｰﾑｽ 東京 JAぎふリオレーナ 岐阜 ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄｱﾘｰｽﾞ 長野

VリーグDIVISION３ 各地 11/23 (土) ～ 2/16 (日) 奈良ドリーマーズ 奈良 近畿クラブスフィーダ 大阪 サフィルヴァ北海道 北海道 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨ東京ｽﾊﾟｰｸﾙ 東京

男子 静岡県 広島県 鹿児島県 東京都

女子 滋賀県 佐賀県 茨城県 大阪府

男子 京都府 東京都 宮崎県 長野県

女子 東京都 大分県 鹿児島 岡山県

マルリマスターズ 静岡 広島倶楽部 広島 沖縄石油基地マスターズ倶楽部 沖縄 藤沢マスターズ 神奈川

岡崎球友会 愛知 パナソニック大阪 大阪 Ｌｏｔｕｓ 大阪 ファインズ 東京

TEAM i 宮崎 堺ジュニアブレイザーズ 大阪 チームNORTH WINDS 埼玉 Winds 京都

V.HILLS 奥越 福井 STINGS Jr. OCEAN WINS 愛知 神戸DROPS 兵庫 フリーダム V 奈良

SADO Redseabreams 新潟 DBF 長野 岐南工業VC 岐阜 大津男子バレーボールクラブOB’s 滋賀

あげおスターズＵ－１９ 埼玉 OCEAN WINS U19 愛知 SUZUKA 三重 Spring 佐賀

A おきせきヴィンテージ 沖縄 三省クラブVM 東京

B 横浜国大クラブ 神奈川 PHOENIX三重 三重

C JJ千葉 千葉 北九州スピリッツ 福岡

D 板橋マスターズ 東京 DoggIes 京都

Ｅ 多々良クラブGGG 福岡 ALBATROSS 埼玉

A ヤングドリームG 兵庫 あいち中京クラブ 愛知

B ヤングドリーム秋冬 大阪 タモト工業 沖縄

C 川崎ヴィンテージ 神奈川 三重選抜Premium 三重

2019年度国内競技会成績等一覧

日程 優勝 準優勝 3位(4位)

全国小学生大会 関東 8/6 (火) ～ 8/9 (金)

男子

女子

混合

全国中学校選手権大会 和歌山 8/17 (土) ～ 8/20 (火)
男子

女子

JOC杯全国都道府県対抗戦 大阪 12/25 (水) ～ 12/28 (土)
男子

女子

全日本高等学校選手権大会 東京 1/5 (日) ～ 1/12 (日)
男子

女子

全国高等学校総合体育大会
男子

女子
宮崎

全国定時制・通信制大会 神奈川 8/12 (月) ～ 8/15 (木)
男子

女子

全国高等専門学校体育大会 広島 8/30 (金) ～ 9/1 (日)
男子

女子

スーパーカレッジ　男女大学選手権大会 東京 11/26 (火) ～ 12/1 (日)
男子

女子

全日本９人制実業団選手権大会 愛媛 7/26 (金) ～ 7/29 (月)
男子

女子

全日本６人制クラブカップ選手権大会
男子

女子

全日本９人制クラブカップ選手権大会
男子

女子

全国社会人大会東ブロック 青森 10/24 (木) ～ 10/27 (日)
男子

女子

全国社会人大会西ブロック 鳥取 10/19 (土) ～ 10/21 (月)
男子

女子

黒鷲旗全日本選抜優勝大会 大阪 5/1 (水) ～ 5/6 (月)
男子

女子

天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 各地 ４月 ～ ３月
男子

女子

全日本９人制総合選手権大会 大阪 11/28 (木) ～ 12/1 (日)
男子

女子

全国6人制バレーボールリーグ
総合男女優勝大会

男子東部決勝リーグ

男子西部決勝リーグ

女子決勝リーグ

男子ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾏｯﾁ

VリーグDIVISION１ 各地

VリーグDIVISION２ 各地

男子

女子

9/16 (月)

男子

女子

9/24
男子

男子

成年

少年

(火)～

国民体育大会 茨城 9/13 (金) ～

11/8 (金)

マスターズ大会 岐阜 9/21 (土)

Ｕ－１９女子

(日)ヤングクラブ優勝大会 大阪 9/21 (土) ～

ヴィンテージ8's
バレーボール交流大会

沖縄

女子

9/22

～ 11/10 (日)

60才以上の部

50才以上の部

Ｕ－１４男子

Ｕ－１４女子

Ｕ－１９男子


