
現在

開催期日 開催地 開催期日 開催地

2 日 第70回小城観桜大会 （一般） 小城地区 小城市協会

第62回全九州バレーボール総合選手権大会（一般９人制） 杵藤地区 実クラブ連盟 5/12～14

６人制・９人制ルール伝達講習会 小城高校同窓会館 審判部

16 日 佐賀県大学男女リーグ 佐賀市 大学連盟

佐賀県バレーボール協会総会 佐賀神社記念館

ママさん審判伝達講習会 北方スポーツセンター ママさん連盟

30 日

7 日 第48回全国ママさんバレーボール大会 北方スポーツセンター ママさん連盟 8/4～7 岩手県

佐賀県ソフトバレーボールフェスティバル 芦刈文化体育館 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ連盟

愛媛国体ビーチバレーボール競技佐賀県予選 伊万里市イマリンビーチ ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ連盟 7/8～9 イマリンビーチ 9/13～17 愛媛県

九州大学春季バレーボール女子本大会 市村記念体育館 大学連盟

佐賀県さわやかスポーツ・レクリエーション祭（ソフトバレー） 白岩体育館 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ連盟

全日本9人制実業団選手権大会県予選 実クラブ連盟

第36回全日本9人制クラブカップ男女選手権大会県予選 実クラブ連盟

男子：山形県

女子：宮城県

11 日 第42回佐賀県高等学校定時制・通信制大会 未定 高校部会 8/3～8/7 　

第16回全日本ビーチバレージュニア男子選手権佐賀県予選 伊万里市イマリンビーチ ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ連盟 7月中旬 未定 8/4～7 大阪府

2017ビーチバレージャパン女子ジュニア選手大会権佐賀県予選 伊万里市イマリンビーチ ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ連盟 7月中旬 未定 8/10～13 愛媛県

第31回ビーチバレージャパン佐賀県予選（一般男子） 伊万里市イマリンビーチ ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ連盟 8/11～13 神奈川県

第29回ビーチバレー女子選手権大会佐賀県予選（一般女子） 伊万里市イマリンビーチ ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ連盟 8/17～20 大阪府

第71回国民体育大会成年女子６人制県予選 実クラブ連盟 8/25～27 長崎県 10/6～9 愛媛県

第36回全日本6人制クラブカップ男女選手権大会県予選 実クラブ連盟

日本スポーツマスターズ県予選 実クラブ連盟 9/16～19 神戸市他

ファミリーマートカップ第36回全日本小学生大会県予選(１日目) 県内各地 小学生連盟

ファミリーマートカップ第36回全日本小学生大会県予選(２日目) 芦刈文化体育館 小学生連盟 8/19～21 8/11～14

第7回全国冬季ママさんバレーボール大会県予選 未定 ママさん連盟 12/7～10 鳥取県

アザレアカップ　九州・山口クラブ選手権大会県予選 佐城地区 実クラブ連盟 10/7～9 久留米市

第29回全国ママさんいそじ大会県予選 未定 ママさん連盟 Ｈ30/3/9～11

3 月 平成２９年度指導員養成講習会初日 佐賀大学・教育 指導普及

男：武雄・白石

女：嬉野・鹿島

平成２９年度指導員養成講習会２週目 佐賀大学・教育 指導普及

15 土 第29回佐賀県ビーチバレー大会 伊万里市イマリンビーチ ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ連盟

23 日 第13回佐賀県壮年男子選手権大会 相知天徳の丘体育館 唐津市協会

29 土 第54回佐賀県中学校総合体育大会 東部地区 中学校部会 8/5～7 鹿児島県 8/22～25 宮崎県

第54回佐賀県中学校総合体育大会 東部地区 中学校部会

第31回都道府県対抗中学生選手権大会第1次選考会 未定 中学校部会

第15回全国社会人西ブロック大会県予選 杵藤地区 実クラブ連盟 10/28～30 岡山市

12 土 佐賀県バレーボール指導者研修会 市村記念体育館 指導普及

13 日 平成２９年度指導員養成講習会３週目 佐賀大学・教育 指導普及

19 土 第30回都道府県対抗中学生選手権大会最終選考会 未定 中学校部会

20 日 佐賀県ソフトバレー・秋季大会 芦刈文化体育館 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ連盟

第30回都道府県対抗中学生選手権大会発足会 未定 中学校部会

第43回九州ママさん県予選(1日目) 未定 ママさん連盟

九州クラブ男女優勝大会県予選 伊万里地区 実クラブ連盟

平成２９年度指導員養成講習会最終週 佐賀大学・教育 指導普及

3 日 九州ママさん佐賀県予選(決勝) 市村記念体育館 ママさん連盟 11/17～18 熊本市

10 日 全日本９人制バレーボール総合男子・女子選手権大会県予選 佐城地区 実クラブ連盟

17 日 第4回佐賀県女子９人制オープン大会 佐城地区 実クラブ連盟

久光製薬杯第28回佐賀県ママさんバレーボール大会開会式 メイトプラザ ママさん連盟

公認審判員審査会 小城高校同窓会館 審判部

九州大学秋季バレーボール女子リーグ戦（一部リーグ） 市村記念体育館 大学連盟

28 日

22（土）・23（日）

男子：11/24～27 大阪市，女子：10/27～30 京都市

高校部会

男子：8/10～13和歌山市，女子：8/11～8/13福岡市未定

7

兼：資格更新義務研修

8(土）・9（日）

18

25 日

9/16～17天皇杯・皇后杯佐賀県ラウンド予選

24 日

日

月

4

第26回佐賀県中学生バレーボール男女選手権大会 佐賀市 中学校部会

5

熊本県山鹿市・菊池市

5/12～14
第71回小城観桜大会 兼 第62回全九州バレーボール
総合選手権大会高校男女県予選

東部地区

高校部会小城地区

              

18（木）～21（日）

熊本県山鹿市・菊池市

6

女子：7/27～30長野市 ，男子：8/4～6　大阪市

平成２９年度　佐賀県バレーボール協会行事・事業日程 2017年3月29日

開催地・会場 連絡責任者
九州大会 全国大会

日 曜 県　内　大　会　・　予　選　会

2(金)～4(日) 第53回佐賀県高等学校総合体育大会

29 土（祝）

14 日

17 日

沖縄県佐城地区

9 日

男・女子：7/21～24　　埼玉県さいたま市･他 

29（金）～10/1（日）

7/28 ～ 8/1　6/16～18

男子：11/3～5　島原市，女子：11/18～19　大牟田市

30 日

27

日

県協会

日

8

9

2

2（土）・3（日）

長崎市



開催期日 開催地 開催期日 開催地

1 日 秋季クラス別バレーボール大会 多久地区 多久市協会

第69回県民体育大会 男子：　　　　女子： 県体委員

ＪＡ杯・第28回佐賀新聞社学童オリンピック 未定 小学生連盟

29 日 久光製薬杯第28回佐賀県ママさんバレーボール大会(1日目) 未定 ママさん連盟

5 日 久光製薬杯第27回佐賀県ママさんバレーボール大会(決勝) 市村記念体育館 ママさん連盟

第68回全日本バレーボール高等学校選手権大会県予選会 佐城地区 高校部会

佐賀県中学生新人バレーボール大会 小城・多久地区 中学校部会

第68回全日本バレーボール高等学校選手権大会県予選会(決勝)TV 佐城地区 高校部会 1/4～8 東京

未定

23 木（祝） 未定

3 日 第31回都道府県対抗中学生選手権大会選手壮行会 小城市・芦刈文化体育館 中学校部会 未定 大阪府

28 日 佐賀県ソフトバレーボール決勝大会 未定 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ連盟

平成29年度佐賀県高等学校新人バレーボール大会 杵藤地区 高校部会 2/9～11 沖縄県本部町

第35回九州中学校バレーボール選抜優勝大会佐賀県予選会 小城・多久地区 中学校部会 　

11 日 第21回佐賀県ママさんシニア大会 未定 ママさん連盟 　

18 日 Ｕ１４男子佐賀県大会 上峰町体育センター 中学校部会 　

25 日 第3１回佐賀県小学生バレーボール武雄新人大会 武雄市・伊万里市 小学生連盟

3 4 日 第3１回佐賀県小学生バレーボール武雄新人大会 武雄白岩体育館 小学生連盟

5 21 日 天皇杯皇后杯・九州クラブ連盟カテゴリー予選 佐賀県嬉野市体育館 実クラブ連盟

7 9 土 九州ブロック国体予選抽選会 長崎県 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子

九州ブロック国体予選 長崎県

天皇杯皇后杯九州ブロックラウンド 長崎県

九州・山口クラブカップ選手権大会（アザレアカップ） 福岡県

平成29年度ソフトバレーボール九州ブロック・フェスティバル 大分県

九州ママさんブロック大会 　

第30回全国健康福祉祭秋田大会

第19回全国ヤングクラブ優勝大会

第8回全国ヴィンテージ8’交流会

第25回全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル

第6回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル

全国ソフトバレー・レディースフェスティバル

第2回全国ソフトバレー・フリーフェスティバル

平成３０年

〔九州関係〕

平成３０年

県　内　大　会　・　予　選　会 開催地・会場

1

大分県別府市

20（土）・21（日）

久光製薬旗　第14回佐賀県小学生バレーボール優勝大会 小学生連盟

10

静岡県御殿場市

埼玉県さいたま市　さいたま市記念総合体育館

山形県米沢市　　米沢市営体育館

茨城県日立市　日立市池の川さくらアリーナ

東京都町田市　町田市総合体育館

秋田県大館市　大館樹海体育館

長崎市総合体育館

8/25（金）～27（日）

9/16（土）・17（日）

10/7(土）～9（月）

10/7（土）・8(日)

1/21（土）・22（日）

9/9～9/11

9/24・25

10/20～10/22

10/7～9

11/10～12

11/17～19

2/16～18

平成３０年

〔全国関係〕

諫早市 島原市

月

福岡県久留米市

V・チャレンジリーグ女子唐津大会 唐津文化体育館
県協会・
唐津市協会

2

3（土）・4（日）

連絡責任者
九州大会 全国大会

9（土）１0（日）
12

11（土）・12（日）

県協会V・プレミアリーグ女子佐賀大会 県総合体育館

11

19 日

日 曜

日15


