
2019年随時更新

主催競技会

大会名 種別 性別 開催日

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

B 男女 6/15（土）

令和元年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会
都予選会

6 男女 8/3（土）～4（日）

第18回全国社会人東ブロック男女優勝大会
都予選会

9 男女 7/15（月祝）

第19回日本スポーツマスターズ2019都予選会 9 男女 6/23（日）

第68回全国青年大会都選考会 9 男女 7/14（日）

第14回東京都協会・会長杯6人制男女優勝大会 6
女子
男子

7/30（火)
7/31(水）

第89回全日本総合男子選手権大会都予選会
第88回全日本総合女子選手権大会都予選会

9 男女 9/28（土）

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

B 男女 7/7（日）

第22回全国ヤングクラブ男女優勝大会都予選会 6 男女 7/15（月祝）

受託競技会

大会名 種別 性別 開催日

第72回都民体育大会春季大会 9 男女 5/11（土）・12（日）

6
成年
男女

6/1（土）

B 男女 7/15（月祝）

都民生涯スポーツ大会ソフトバレー 9・4
男女
混合

9/21（土）・28（土）

第68回全国青年大会 9 男女 11/9（土）・10（日）

全国大会

大会名 種別 性別 開催日

ジャパンビーチバレーボールツアー2019
第2戦立川立飛大会

Ｂ 男女 6/8（土）・9（日）

ジャパンビーチバレーボールツアー2019
第4戦東京大会

B 男女 7/20（土）・21（日）

第39回全日本小学生大会 6 男子 8/6（火）～9（金）

第4回全日本9人制トップリーグ
女子ファイナルR

9 女子 8/10（土）・11（日）

第5回全日本9人制トップリーグ
男子

9 男子 10/12（土）～14（月祝）

2019/20Ｖ1・V2・V3男女東京大会 6 男女 11月～2月

スーパーカレッジバレー2019

全日本大学男女選手権大会
＜男子＞

＜女子＞

春の高校バレー第72回全日本高等学校選手権大会 6 男女
2020/1/5（日）～7（火）

1/11（土）・12（日）

第10回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 6 男女 未定

6 男女 11/25（月）～12/1（日）
大田区総合体育館、墨田区立総合体育館
他

武蔵野の森スポーツプラザ

未定

※種別…９⇒９人制  ６⇒６人制  Ｂ⇒ビーチ

第74回国民体育大会都予選会

会場

板橋区立高島第二中学校

大田区大森東水辺スポーツ広場
ビーチバレー場

日本体育大学世田谷キャンパス

台東リバーサイドスポーツセンター
狛江市民総合体育館

有明スポーツセンター

駒沢屋内球技場
有明スポーツセンター

深川スポーツセンター

東京電機大学高等学校
中央大学附属高等学校（予定）

大田区大森東水辺スポーツ広場
ビーチバレー場

※種別…９⇒９人制  ６⇒６人制  ４⇒４人制  Ｂ⇒ビーチ

杉並区永福体育館ビーチコート

日本体育大学世田谷キャンパス

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は駒沢屋内球技場のみ

会場

※種別…９⇒９人制  ６⇒６人制  Ｂ⇒ビーチ

≪平成31/令和元年度    主催・主管大会    スケジュール一覧≫

会場

立川立飛ビーチコート

都立潮風公園

江戸川総合・江戸川スポーツセンター
※11/10は江戸川総合のみ

小平市民総合体育館

大田区総合体育館、町田市立総合体育館
他埼玉・神奈川・千葉

墨田区総合体育館

BumB東京スポーツ文化館

都内体育館

http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190615/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190615/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/2019080304/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/2019080304/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190715-2/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190715-2/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190623/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190714/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190730_31/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190928-29/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190928-29/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190707/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190707/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190715/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190511_12/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190601_0715/
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190921_28/
http://www.tokyo-mva.com/website/20191114/
https://beach.jva.or.jp/domestic/bvt2019-tachikawatachihi/
https://beach.jva.or.jp/domestic/bvt2019-tachikawatachihi/
https://beach.jva.or.jp/domestic/bvt2019-tokyo/
https://beach.jva.or.jp/domestic/bvt2019-tokyo/
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/zensho/outline
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/v9champmen/outline
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/v9champmen/outline
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/v9champmen/outline
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/v9champmen/outline
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/intercollege_men/outline
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/intercollege_men/outline
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/intercollege_men/outline
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/intercollege_men/outline
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/intercollege_women/outline
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/haruko/outline
https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2019/6league/outline
http://www.tokyo-mva.com/website/event/20190601_0715/


2019年随時更新

各セクション大会

大会名 種別 性別 開催日

5/8（水）・9（木）

5/27（月）

全日本実業団男女選手権大会都予選会 9 男女 5/6（月祝）

6/22（日）

7/7（日）

6/9（日）・16（日）

6/23（日）

6/22（土）or23（日）

6/29（土）

男子 5/19（日）・6/2（日）

女子 6/2（日）

男子 5/19（日）

女子 5/19（日）

7/22（月）

7/24（水）

7/25（木）

全日本高等学校選手権大会東京代表決定戦
＜男子＞

＜女子＞

駒沢体育館11/17（日）男女6

大田区総合体育館

大田区総合体育館

都内中学校体育館

サレジオ工業高等専門学校

日本体育大学世田谷キャンパス

東京女子体育大学

全日本中学校選手権大会都予選会 6 男女

※種別…９⇒９人制  ６⇒６人制

東京電機大学高等学校
サレジオ工業高等専門学校

中央区総合スポーツセンター

未定

男子：成城高校体育館
女子：三鷹市体育館
（SUBARU総合スポーツセンター）

都内高校体育館

第39回全日本小学生大会都大会 6
男子
女子
混合

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

6

会場

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

町田市立総合体育館

三鷹市体育館
（SUBARU総合スポーツセンター）

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 男女

BumB東京スポーツ文化館

東京武道館

女子9全国ママさん大会都予選会

駒沢体育館

≪平成31/令和元年度    主催・主管大会    スケジュール一覧≫

https://www.tokyosoftvolleyball.com/
https://tokyo-sva.com/top/
http://tcvf.web.fc2.com/
http://tcvf.web.fc2.com/
http://tcvf.web.fc2.com/
http://www.jhstv.com/
http://www.jhstv.com/
http://www.hstmv.jp/
http://www.hstmv.jp/
http://hstwv.jp/
http://www.jhstv.com/
https://tokyo-sva.com/top/
https://tokyo-sva.com/top/
https://tokyo-sva.com/top/
http://tcvf.web.fc2.com/
http://tcvf.web.fc2.com/
http://tcvf.web.fc2.com/
http://tcvf.web.fc2.com/
https://www.tokyosoftvolleyball.com/
https://www.tokyosoftvolleyball.com/
https://www.tokyosoftvolleyball.com/

