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2019年度 公益財団法人東京都バレーボール協会 事業計画 

本法人は、定款第４条に掲げる事業を 2019年度において、次のとおり実施する。 

(1) 1号事業関係（競技会の開催及び競技会運営の受託） 

◆主催競技会 

№ 大会名 種別 性別 開催日 会場 

1 

第33回ビーチバレージャパン都予選会 

第 30 回全日本ビーチバレー女子選手権大会

都予選会 

ビーチ 男女 6/15（土） 
大田区大森東水辺ｽﾎﾟｰﾂ広場ﾋﾞｰﾁ

ﾊﾞﾚｰ場 

2 
2019（平成31）年度天皇杯・皇后杯全日本選

手権大会都予選会 
6人制 男女 8/3（土）～4（日） 

東京電機大学高等学校（予定） 

中央大学附属高等学校（予定） 

3 
第 18 回全国社会人東ブロック男女優勝大会

都予選会 
9人制 男女 7/15（月祝） 深川スポーツセンター 

4 
第 19回日本スポーツマスターズ 2019都予選

会 
9人制 男女 6/23（日） 

駒沢屋内球技場 

有明スポーツセンター 

5 第68回全国青年大会都選考会 9人制 男女 7/14（日） 有明スポーツセンター 

6 
第14回東京都協会・会長杯6人制男女優勝大

会 
6人制 

女子 7/30（火） 
狛江市民総合体育館 

男子 7/31（水） 

7 
第89回全日本総合男子選手権大会・ 

第88回全日本総合女子選手権大会 都予選会 
9人制 男女 9/28（土）～29（日） 

日本体育大学世田谷キャンパス

（予定） 

8 

第3回東京都ビーチバレー中学生大会 兼 

第10回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバ

レー大会予選 

ビーチ 男女 7/7（日） 
大田区大森東水辺ｽﾎﾟｰﾂ広場ﾋﾞｰﾁ

ﾊﾞﾚｰ場 

9 
第22回全国ヤングクラブ男女優勝大会都予

選会 
6人制 男女 7/15（月祝） 

板橋区立上板橋第一中学校（予

定） 

 

◆受託競技会 

№ 大会名 種別 性別 開催日 会場 

1 第72回都民体育大会春季大会 9人制 男女 
5/11（土） 

駒沢屋内球技場・小平市民総合体

育館・町田市立総合体育館 

5/12（日） 駒沢屋内球技場 

2 第74回国民体育大会都予選会 

6人制 
成年 

男女 
6/1（土）or2（日） 

日本体育大学世田谷キャンパス

（予定） 

ビーチ 
少年

男女 
7/15（月祝） 杉並区永福体育館ビーチコート 

3 都民生涯スポーツ大会ソフトバレー 
9人制 

4人制 

男女 

混合 

9/21（土） 
小平市民総合体育館 

9/28（土） 

4 第68回全国青年大会 9人制 男女 
11/9（土） 

江戸川総合体育館 

江戸川区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀ  ー

他 

11/10（日） 江戸川総合体育館 他 

 

◆関東大会 

実施無し 

 

 

◆全国大会  ※Ｖリーグの日程は変更等の可能性あり。（契約形態等に関係なく記載） 



  

№ 大会名 種別 性別 開催日 会場 

1 
ジャパンビーチバレーボールツアー2019 

品川オープン 
ビーチ 男女 5/4（土祝）～5（日祝） 大田区・品川区 

2 ジャパンビーチバレーボールツアー2019 ビーチ 男女 7/20（土）～21（日） 都立潮風公園 

3 第39回全日本小学生大会 6人制 男女 8/6（火）～9（金） 
大田区総合体育館・町田市立総合

体育館、埼玉・神奈川・千葉 

4 
第4回全日本9人制トップリーグ 

女子ファイナルR 
9人制 女子 8/10（土）～11（日） 墨田区総合体育館 

5 
第5回全日本9人制トップリーグ 

男子 
9人制 男子 

10/12（土）～14（月

祝） 
BumB東京スポーツ文化館 

6 2019-20Ｖ１リーグ女子大田大会（NECHG） 6人制 女子 11/2（土）～3（日） 大田区総合体育館 

7 2019-20Ｖ２リーグ女子中央区大会（GSSHG） 6人制 女子 11/8（金）～9（土） 中央区立総合スポーツセンター 

8 2019-20Ｖ１リーグ男子墨田大会（FC東京HG） 6人制 男子 11/9（土）～10（日） 墨田区総合体育館 

9 
2019-20Ｖ１リーグ男子大田大会（サントリー

HG） 
6人制 男子 11/23（土）～24（日） 大田区総合体育館 

10 
スーパーカレッジバレー2019全日本大学男女

選手権大会 
6人制 男女 11/25（月）～12/1（日） 

大田区総合体育館、墨田区総合体

育館、他 

11 2019-20Ｖ１リーグ男子駒沢大会（FC東京HG） 6人制 男子 12/7（土）～8（日） 駒沢屋内球技場 

12 
2019-20Ｖ３リーグ男子板橋大会（東京トヨペ

ットHG） 
6人制 男子 12/7（土）～8（日） 板橋区立東板橋体育館 

13 2019-20Ｖ１リーグ女子大田大会（NECHG） 6人制 女子 12/14（土） 大田区総合体育館 

14 
2019-20Ｖ２リーグ男子立川大会（東京ヴェル

ディHG） 
6人制 男子 12/21（土）～22（日） 立川市泉市民体育館 

15 
春の高校バレー 

第72回全日本高等学校選手権大会 
6人制 男女 

2020/ 

1/5（日）～7（火） 

11（土）～12（日） 

武蔵野の森総合スポーツプラザ 

16 2019-20Ｖ１リーグ男子墨田大会（FC東京HG） 6人制 男子 1/11（土） 墨田区総合体育館 

17 
2019-20Ｖ２リーグ男子東村山大会（警視庁

HG） 
6人制 男子 1/18（土）～19（日） 東村山市民スポーツセンター 

18 2019-20Ｖ２リーグ男子武蔵野大会（警視庁 6人制 男子 2/1（土）～2（日） 武蔵野市総合体育館 

19 
2019-20Ｖ２リーグ男子東村山大会（警視庁

HG） 
6人制 男子 2/8（土）～9（日） 東村山市民スポーツセンター 

20 
2019-20Ｖ２・３リーグ男子江戸川大会（東京

ヴェルディ/東京トヨペットHG） 
6人制 男子 2/8（土）～9（日） 江戸川区スポーツセンター 

21 
2019-20Ｖ２リーグ男子稲城大会（東京ヴェル

ディHG） 
6人制 男子 2/22（土）～23（日） 稲城市総合体育館 

22 第10回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 6人制 男女 未定 未定 

 

◆国際大会 

№ 大会名 種別 性別 開催日 会場 

1 
FIVBバレーボールネーションズリーグ2019

男女東京大会 
6人制 

男子 6/7（金）～9（日） 
武蔵野の森スポーツプラザ 

女子 6/11（火）～13（木） 

2 
FIVBビーチバレーボールワールドツアー2019

東京大会4☆ 
ビーチ 男女 7/24（水）～28（日） 都立潮風公園 

3 日本代表親善試合 6人制 男子 8/3（土）～4（日） 青山学院記念館 

 

◆各セクション大会  

№ 大会名 種別 性別 開催日 会場 

1 全国ママさん大会都予選会 9人制 女子 
5/8（水）～9（木） 東京武道館 

5/27（月） 駒沢体育館 

2 全日本実業団男女選手権大会都予選会 9人制 男女 5/6（月祝） BumB東京スポーツ文化館 



  

 

3 

全国ソフトバレーボール大会都選考会 

（シルバー・レディース・スポレク・フリー・

ねんりん） 

― 混合 

6/22（土） 町田市立総合体育館 

7/7（日） 
三鷹市体育館（SUBARU総合スポー

ツセンター） 

4 
全国高等学校総合体育大会都予選会 兼 

国民体育大会都予選会 
6人制 男女 

6/9（日）・6/16（日） 都内高校体育館 

6/23（日） 

成城高校（予定） 

三鷹市体育館（SUBARU総合スポー

ツセンター） 

5 第39回全日本小学生大会都大会 6人制 

男子 

女子 

混合 

6/22（土）or23（日） 未定 

6/29（土） 中央区立総合スポーツセンター 

6 
東京都クラブカップ男女選手権大会 兼 

全日本クラブカップ男女選手権大会都予選会 

6人制 
男子 

5/19（日） 

6/2（日） 

東京電機大学高等学校 

サレジオ工業高等専門学校 

女子 6/2（日） サレジオ工業高等専門学校 

9人制 
男子 5/19（日） 日本体育大学世田谷キャンパス 

女子 5/19（日） 東京女子体育大学 

7 全日本中学校選手権大会都予選会 6人制 男女 
7/22（月） 都内中学校体育館 

7/24（水）～25（木） 大田区総合体育館 

8 全日本高等学校選手権大会東京代表決定戦 6人制 男女 11/17（日） 駒沢体育館 

 

(2) 2号事業関係（公認スポーツコーチの資格の登録及び取得） 

 4 月：公益財団法人日本バレーボール協会個人登録システム（以下、ＪＶＡ-ＭＲＳ）へ公認コーチ

を含む役員等の登録推進 

8月：公益財団法人日本スポーツ協会コーチ１（専門科目）資格取得講習会 

  （8/3（土）～4（日）、10（土）～11（日祝）予定） 

  公益財団法人日本スポーツ協会コーチ３・コーチ４資格取得講習会（受講生の推薦） 

   公益財団法人東京都バレーボール協会義務研修会（資格更新の為の講習会） 

 

(3) 3号事業関係（公認審判員の資格の登録及び認定） 

 4月：ＪＶＡ-ＭＲＳへ公認審判員・公認判定員を含む役員の登録推進 

 6人制、9人制、ビーチ、ソフト審判講習会、技術統計公認判定員講習会 

4～11月：Ｃ級審判員資格取得審査講習会（各加盟団体） 

 Ｂ級審判員資格取得審査講習会 

   関東 6・9人制Ａ級審判員研修会、技術統計公認判定員認定講習会等 

 

(4) 4号事業関係（技術の調査研究、講習会の開催及び指導者の養成） 

ジュニア層を対象としたバレーボール教室や講習会の実施 

公認指導者及び公認審判員スキルアップのための関東大会及び全国大会への派遣 

国体及び東京オリンピックへ向けた国体候補選手強化事業及びジュニア特別強化事業 



  

ホームページを介した、本法人の運営公開と情報発信。 

(5) 5号事業関係（東京都を代表するチームの役員、選手の選定及び派遣） 

 下記大会への代表チーム派遣 

◆関東大会 

№ 大会名 種別 性別 開催日 開催地（会場） 

1 関東9人制実業団男女選手権大会 9人制 男女 5/18（土）～19（日） 
茨城（日立市市民運動公園池

の川アリーナ） 

2 関東高等学校選手権大会 6人制 

男子 
5/31（金）開会式 

6/1（土）～2（日） 
栃木（小山市県南体育館他） 

女子 
5/31（金）開会式 

6/1（土）～2（日） 
千葉（東金アリーナ他） 

3 関東6・9人制クラブカップ男女選手権大会 6・9 男女 7/13（土）～14（日） 

山梨（小瀬スポーツ公園アリ

ーナ・小瀬スポーツ公園武道

館） 

4 関東中学校男女選手権大会 6人制 男女 
8/7（水）開会式 

8/8（木）～9（金） 

神奈川（小田原アリーナ・南

足柄市体育センター） 

5 国民体育大会関東ブロック大会 6人制 

少年

男女 
8/17（土）～18（日） 

千葉（船橋アリーナ） 
成年

男女 
8/17（土） 

6 関東ジュニアビーチバレーボール大会 ビーチ 
少年

男女 
8/21（水）～22（木） 

埼玉（しらこばと水上公園ホ

ワイトビーチ） 

7 関東9人制社会人男女優勝大会 9人制 男女 8/24（土）～25（日） 千葉（茂原市市民体育館） 

8 
関東Ｕ14ヤングクラブチャンピオンシップ男

子交流大会 
6人制 男子 9/7(土) 千葉（東金アリーナ） 

9 関東ママさん大会 9人制 女子 9/21（土） 埼玉（川越市運動公園体育館） 

10 関東6人制社会人男女優勝大会 6人制 男女 9/21（土）～22（日） 
千葉（千葉県総合スポーツセ

ンター体育館） 

11 
天皇杯皇后杯全日本選手権大会 

関東ブロックラウンド 
6人制 

女子 10/12（土） 栃木（宇都宮市体育館・清原

体育館） 男子 10/13（日） 

12 関東ブロック地域リーグ 6人制 男女 11/16（土）～17（日） 千葉（東金アリーナ） 

13 関東小学生大会 6人制 男女 11/23（土）～24（日） 
栃木（宇都宮市体育館・清原

体育館） 

14 ソフトバレーブロックフェスティバル ― 混合 2020/1/26（日） 
山梨（小瀬スポーツ公園アリ

ーナ） 

◆東日本及び全国大会 

○9人制 

№ 大会名 種別 性別 開催日 開催地 

1 
全日本9人制 

トップリーグ 

女子ﾚｷﾞｭﾗｰ R 

9人制 
女子 

6月～7月 全国各地 

女子ﾌｧｲﾅﾙ R 8/10（土）～11（日） 東京（墨田区総合体育館） 

男子 男子 10/12（土）～14（月祝） 東京（BumB東京ｽﾎﾟｰﾂ文化館） 

2 全日本実業団男女選手権大会 9人制 男女 7/26（金）～29（月） 愛媛（松山市） 

3 全日本クラブカップ男女選手権大会 9人制 
男子 8/9（金）～12（月祝） 兵庫（加古川市） 

女子 8/10（土）～13（火） 大阪（大阪市） 

4 全国ママさん大会 9人制 女子 8/1（木）～4（日） 奈良（橿原市、五條市） 

5 日本スポーツマスターズ2019 9人制 男女 9/21（土）～24（火） 
岐阜（山県市・関市・美濃市・

高山市） 

6 全国社会人東ブロック優勝大会 9人制 男女 10/24（木）～27（日） 青森（青森市） 

7 全国青年大会 9人制 男女 11/9（土）～10（日） 東京（江戸川区・北区） 

8 全日本9人制総合男女選手権大会 9人制 男女 11/28（木）～12/1（日） 大阪（大阪市） 

 



  

○6人制 

№ 大会名 種別 性別 開催日 開催地 

1 黒鷲旗全日本男女選抜大会 6人制 男女 5/1（水祝）～6（月祝） 大阪（大阪市） 

2 全日本高等学校総合体育大会 6人制 
女子 7/24（水）～28（日） 宮崎（都城市・小林市） 

男子 7/30（火）～8/3（土） 宮崎（都城市・えびの市） 

3 全国高等学校定時制・通信制大会 6人制 男女 7/31（水）～8/4（日） 神奈川（平塚市） 

4 全日本小学生大会 6人制 男女 8/6（火）～9（金） 
関東（川崎市・大田区・町田

市・所沢市・浦安市） 

5 全日本クラブカップ男女選手権大会 6人制 
男子 8/8（木）～11（日） 北海道（旭川市） 

女子 8/9（金）～12（月祝） 福井（福井市） 

6 全国高等専門学校体育大会 6人制 男女 8/30（金）～9/1（日） 広島（呉市） 

7 全日本中学校選手権大会 6人制 男女 8/17（土）～20（火） 和歌山（和歌山市） 

8 全国ヤングクラブ優勝大会 6人制 男女 9/21（土）～22（日） 大阪（大阪市） 

9 国民体育大会 6人制 男女 10/2（水）～5（土） 茨城（ひたちなか市・結城市） 

10 スーパーカレッジ全日本大学男女選手権大会 6人制 男女 11/25（月）～12/1（日） 東京（大田区・墨田区他） 

11 全国都道府県対抗中学大会 6人制 男女 12/25（水）～28（土） 大阪（大阪市） 

12 
全国6人制リーグ 

総合男女優勝大会 

地域ﾘｰｸﾞ 

6人制 男女 

4月～12月 全国各地 

東西決勝ﾘｰｸﾞ 1月～3月 未定 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾏｯﾁ 3月 未定 

13 全日本高等学校選手権大会 6人制 男女 2020/1/5（日）～12（日） 
東京（武蔵野の森総合スポー

ツプラザ） 

14 

2019（平成31）年度天皇杯・皇后杯全日本選

手権大会 

ファイナルラウンド 

6人制 男女 

4月～7月 全国各地 

9月～10月 全国各地 

3/25（水）～29（日） 神奈川（川崎市） 

15 
2019-20Ｖ１リーグ 

2019-20Ｖ２、Ｖ３リーグ 
6人制 男女 10月～3月 全国各地 

○ビーチ 

№ 大会名 種別 性別 開催日 開催地 

1 
マドンナカップin伊予市 

ジャパン女子ジュニア選手権大会 
ビーチ 女子 8/8（木）～11（日） 愛媛（伊予市） 

2 
ジャパン・カレッジ2019 

全日本ビーチバレー大学男女選手権大会 
ビーチ 男女 8/6（火）～8（木） 神奈川（川崎市） 

3 全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会 ビーチ 男子 8/9（金）～12（月祝） 大阪（阪南市） 

4 ビーチバレージャパン ビーチ 男女 8/9（金）～11（日） 神奈川（藤沢市） 

5 全国中学生ビーチバレー大会 ビーチ 男女 8/6（金）～17（土） 神奈川（藤沢市） 

6 全日本ビーチバレー女子選手権大会 ビーチ 女子 8/15（木）～18（日） 大阪（岬町） 

7 ジャパンビーチバレーボールツアー2019 ビーチ 男女  全国各地 

8 国民体育大会 ビーチ 
少年

男女 
9/13（金）～16（月祝） 茨城（大洗町） 

○ソフト 

№ 大会名 種別 性別 開催日 開催地 

1 全国シルバーフェスティバル ソフト 混合 10/11（金）～13（日） 宮崎（宮崎市） 

2 全国レディースフェスティバル ソフト 女子 10/25（金）～27（日） 静岡（静岡市） 

3 全国スポレクフェスティバル ソフト 混合 11/1（金）～3（日） 沖縄（沖縄市） 

4 全国フリーフェスティバル ソフト 混合 11/9（土）～10（日） 福岡（福岡市） 

○8人制 

№ 大会名 種別 性別 開催日 開催地 

1 全国ヴィンテージ8交流大会 8人制 男女 11/8（金）～10（日） 沖縄（那覇市） 

 

(6) 6号事業関係（功労者及び優秀チーム等の表彰） 

東日本及び全国大会、関東大会優勝チームの表彰、公益財団法人日本バレーボール協会表彰者の推薦



  

及び表彰、公益財団法人東京都体育協会表彰者の推薦及び表彰。 

 

(7) 7号事業関係（その他目的達成のため必要と認めた事業） 

・公益財団法人東京都体育協会、公益財団法人日本バレーボール協会、その他の関係機関との協力 

（公益財団法人東京都体育協会の国体候補選手強化事業、ジュニア特別強化事業への協力、オリンピ

ック特別強化事業への協力、公益財団法人日本スポーツ協会コーチ１養成の協力、ＪＶＡ-ＭＲＳへ

の協力、公益財団法人日本バレーボール協会主催全国大会及び国際大会の開催の協力、その他関係機

関の周年行事等への参加協力等） 

・周年事業の計画はなし。 


