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令和２（2020）年度 公益財団法人東京都バレーボール協会 事業報告 

 

Ⅰ事業の概要について 

（１）競技力向上事業―国民体育大会出場チーム及び選手の強化について＜定款第 4条-4項＞ 

◆国体候補選手強化事業及びジュニア特別強化事業 

・国体候補選手強化事業（東京都体育協会より 4,573,352円国体候補選手強化費として） 

  2020年 7月～2021年 2月 候補選手所属校での通い練習や合宿等の実施（成年男女、少年男女） 

  2020年 7月～2021年 2月 候補選手の通年の通い練習や大会派遣等（ビーチ男女） 

・ジュニア特別強化事業（東京都体育協会より 1,330,050円ジュニア特別強化費として） 

  2020年 7月 12・19日 ビーチバレー強化練習会の実施（高校男女） 

  2021年 3月 20日 強化練習会の実施（中学生男女） 

◆オリンピック候補選手強化事業 

・オリンピック候補選手強化事業（東京都体育協会よりｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 119,243円候補選手強化費として） 

  2020年 12月 7～15日 国内都道府県協会合宿への参加（ビーチ男子） 

◆東京都バレーボール協会選手強化事業 

・東京都バレーボール協会選手強化事業（東京都バレーボール協会選手強化積立金より 300,000円） 

  2020年 4月～2021年 3月 国内中央競技団体主催大会の参加、派遣旅費等 

 （コロナ禍により全国・関東大会が実施されず） 

 

（２）競技力向上事業―ＪＯＣ全国中学生選抜大会出場チーム及び選手の強化について 

＜定款第 4条-4項、5項＞ 

◆ジュニア特別強化事業 

 例年 12月開催のＪＯＣカップ選抜強化練習会及び合宿等の実施、大会への参加（中学男女）中止 

◆ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 34回全国都道府県対抗中学大会 

 2020年 12月 25～28日 大阪府大阪市他、コロナ禍により中止 

  

（３）競技力向上事業―東京都主催・主管・委託競技会開催事業の推進＜定款第 4条-1項＞ 

◆主催競技会 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 

第34回ビーチバレージャパン都予選会兼 

第31回全日本ビーチバレー女子選手権大会 

都予選会 

会場：大田区大森東水辺ｽﾎﾟｰﾂ広場ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ

6/13（土） 

男子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 
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場 

2 

令和2年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 

都予選会 

会場：荒川区総合スポーツセンター、駒沢屋

内球技場 

7/4（土） 

12（日） 

男子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

3 

第19回全国社会人東ブロック男女優勝大会 

都予選会 

会場：有明スポーツセンター 

6/21（日）→7/12（日）

延期→中止 

男子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

4 

第20回日本スポーツマスターズ2020 

都予選会 

会場：駒沢屋内球技場 

6/13（土）→7/12（日）

延期→中止 

男子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

5 
第69回全国青年大会都選考会 

会場：深川スポーツセンター 
7/23（木祝） 

男子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

6 

第 15 回都協会・会長杯 6 人制男女優勝大会 

兼 Ｕ-14 関東ヤングクラブ男子交流大会予

選会 会場：狛江市民総合体育館 

7/28（火） 女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

7/29（水） 男子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

7 

第90回全日本総合男子選手権大会都予選会 

第89回全日本総合女子選手権大会都予選会 

会場：日本体育大学世田谷キャンパス 

9/12（土） 

13（日） 

男子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

8 

第4回東京都ビーチバレー中学生大会 兼 

第11回湘南藤沢カップ全国中学生大会予選 

会場：大田区大森東水辺ｽﾎﾟｰﾂ広場ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ

場 

6/21（日） 

男子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

9 

第23回全国ヤングクラブ男女優勝大会 

都予選会 

会場：駒沢屋内球技場 

7/12（日） 

男子 

Ｕ-19 
－ 中止（全国大会中止に伴う） 

男子 

Ｕ-14 
－ 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 

Ｕ-19 
－ 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 

Ｕ-14  
－ 中止（全国大会中止に伴う） 

◆主催競技会（各セクション大会） 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 

第51回全国ママさん大会都予選会 

ママさん秋季大会 

会場：東京武道館、駒沢屋内球技場 

4/20（月）・21（火）・

5/13（水）・ 

秋季大会 

9/15（火）・16（水）・

10/１（木） 

女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

2 

2020年度 

全日本9人制実業団男女選手権大会都予選会 

会場：日野市市民の森ふれあいホール 

5/9（土） 男女 － 中止（全国大会中止に伴う） 

3 

全国ソフトバレーボール大会都予選会 

会場：町田市立総合体育館、武蔵野総合体育

館 

5/17（日）・6/14（日） 

ｼﾙﾊﾞｰ － 中止（全国大会中止に伴う） 

ﾚﾃﾞｨｰｽ － 中止（全国大会中止に伴う） 

ｽﾎﾟﾚｸ － 中止（全国大会中止に伴う） 

ﾌﾘｰ － 中止（全国大会中止に伴う） 

4 

全国高等学校総合体育大会 兼 

国民体育大会都予選会 

会場：都内高等学校 

6/7（日）・14（日）・

21（日）・28（日） 

男子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

5 

第40回全日本小学生大会都大会 

会場：都内高等学校  

   中央区立総合スポーツセンター 

6/21（土）・27（土） 

男子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

混合 － 中止（全国大会中止に伴う） 

6 第 40 回東京都クラブカップ男女選手権大会 5/24（日） 9男 － 中止（全国大会中止に伴う） 
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兼全日本6・9人制クラブカップ男女選手権大

会都予選会 

9人制会場：深川スポーツセンター 

6人制会場：東京電機大学高等学校 

      サレジオ工業高等専門学校  

9女 － 中止（全国大会中止に伴う） 

5/31（日） 

6男 － 中止（全国大会中止に伴う） 

6女 － 中止（全国大会中止に伴う） 

7 

第59回中学校総合体育大会 兼  

第74回全日本中学校選手権大会都予選会 

会場：都内中学校体育館 

7/4（土）・5（日） 

12（日）・19（日） 

男子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

女子 － 中止（全国大会中止に伴う） 

8 

第73回全日本高等学校選手権大会 

東京代表決定戦 

会場：都内高等学校体育館、駒沢体育館 

一次予選 

9/6（日）・20（日） 

22（火祝）・10/25（日） 

代表決定戦 

11/15（日） 

男子 
172 優 勝 駿台学園高等学校 

準優勝 東亜学園高等学校 4 

女子 
24※1 優 勝 文京学院大学女子高等学校 

準優勝 共栄学園高等学校 4 

 ※1 インターハイ予選288チーム中、上位16チーム及び夏季大会各ブロック優勝8チームの24チーム 

◆受託競技会 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 

第73回都民体育大会春季大会 

会場：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 

東京都体育協会より事業費として0円 

5/16（土）～17（日） 

男子 － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 

女子 － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 

2 

第75回国民体育大会都予選会（6人制） 

会場：荒川区総合スポーツセンター  

東京都体育協会より事業費として0円 

※少年男女はインターハイ予選を兼ねて実施

予定も中止 

6/13（土）→7/4（土）

延期→中止 

成年 

男子 
－ 中止（全国大会中止に伴う） 

成年 

女子 
－ 中止（全国大会中止に伴う） 

第75回国民体育大会都予選会（ビーチ） 

会場：杉並区永福体育館ビーチコート 

東京都体育協会より事業費として0円 

7/12（日） 

7/19（日） 

男子 － 
中止（全国大会中止に伴う） 

※練習会として実施 

女子 － 
中止（全国大会中止に伴う） 

※練習会として実施 

3 

都民生涯スポーツ大会ソフトバレー 

会場：小平市民総合体育館 

東京都体育協会より事業費として0円 

9/19（土）・20（土） 

9男女 － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 

ｼﾙﾊﾞｰ － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 

4 

第69回全国青年大会 

会場：江戸川総合体育館 

日本青年団協議会より運営委託金として0円 

11/14（土）～15（日） 
男子 － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 

女子 － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 

◆関東大会（都で開催する関東大会。） 

 実施無し 

◆全国大会（都で開催する全国大会。委託競技会含む） 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 

ジャパンビーチバレーボールツアー2020 

立川立飛大会 

会場：立川立飛ビーチコート 

5/9（土）～10（日） 

↓延期 

10/31（土）～11/1

（日） 

男子 8 
優 勝 高橋/長谷川 

準優勝 石島/白鳥 

女子 8 
優 勝 石井/村上 

準優勝 鈴木/坂口 

2 
東京2020日本代表内定チーム決定戦 

会場：高輪ゲートウェイ駅前広場 
5/23（土）～24（日） 女子 － 中止（オリンピック開催延期に伴う） 

3 

ジャパンビーチバレーボールツアー2020 

新宿大会 

会場：新宿住友生命ビル内広場 

9/18（金）～20（日） 
男子 － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 

女子 － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 

4 第6回全日本9人制トップリーグ 11/28（土）～29（日） 男子 － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 
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会場：BumB東京スポーツ文化館 12/5（土）～6（日） 女子 － 中止（新型コロナ感染拡大防止に伴う） 

5 

スーパーカレッジバレー2020 

第 73回秩父宮賜杯・第 67回秩父宮妃賜杯全

日本大学男女選手権大会 

会場：大田区総合体育館 他 

11/30（月）～12/6

（日） 

男子 36 
優 勝 早稲田大学（東京） 

準優勝 日本体育大学（東京） 

女子 36 
優 勝 鹿屋体育大学（鹿児島） 

準優勝 東海大学（神奈川） 

6 

令和 2 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 

会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ、大田

区総合体育館 

12/11（金）～13（日） 

19（土）～20（日） 

男子 16 
優 勝 ジェイテクト（愛知） 

準優勝 パナソニック（大阪） 

女子 18 
優 勝 ＪＴマーヴェラス（大阪） 

準優勝 東レアローズ（滋賀） 

7 

春の高校バレー 

第73回全日本高等学校選手権大会 

会場：東京体育館  

2021/ 

1/5（火）～7（木） 

9（土）～10（日） 

男子 52 
優 勝 東福岡高等学校（福岡） 

準優勝 駿台学園高等学校（東京） 

女子 52 
優 勝 就実高等学校（岡山） 

準優勝 大阪国際滝井高等学校（大阪） 

    

（４）競技力向上事業―国際競技大会の主管開催事業、Vリーグ主管開催事業 

＜定款第 4条-1項～7項＞ 

◆2020-21Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３リーグ  

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果・内容等 

1 

2020-21Ｖ１リーグ男子大田大会（サントリー

HG） 

会場：大田区総合体育館 

10/24（土）～25（日） 男子 ― 中止（東京開催→大阪開催に変更） 

2 
2020-21Ｖ１リーグ女子大田大会（NECHG） 

会場：大田区総合体育館  
11/14（土）～15（日） 女子 4 

ＮＥＣ×トヨタ車体、埼玉上尾×日立 

ＮＥＣ×日立 

3 
2020-21Ｖ１リーグ男子墨田大会（FC東京HG） 

会場：墨田区総合体育館 
11/14（土）～15（日） 男子 4 

ＦＣ東京×ＷＤ名古屋、東レ×大分三好 

ＦＣ東京×ＷＤ名古屋、東レ×大分三好 

4 

2020-21Ｖ２リーグ男子多摩大会（東京ヴェル

ディHG） 

会場：多摩市立総合体育館 

11/28（土）～29（日） 男子 4 
きんでん×長野、東京ヴェルディ×つくば 

つくば×長野、東京ヴェルディ×きんでん 

5 
2020-21Ｖ１リーグ男子駒沢大会（FC東京HG） 

会場：駒沢屋内球技場 
12/5（土）～6（日） 男子 2 

ＦＣ東京×ＶＣ長野 

ＦＣ東京×ＶＣ長野 

6 

2020-21Ｖ３リーグ男子板橋大会 

（東京トヨペットHG） 

会場：板橋区立上板橋体育館 

12/5（土）～6（日） 男子 ― 中止（ホームチーム参加辞退） 

7 
2020-21Ｖ１リーグ男子墨田大会（FC東京HG） 

会場：墨田区総合体育館 

2021/1/10（日）～11

（月祝） 
男子 ― 緊急事態宣言発布により大会中止 

8 

2020-21Ｖ２リーグ男子東村山大会 

（警視庁HG） 

会場：東村山市民スポーツセンター 

1/16（土）～17（日） 男子 ― 中止（ホームチーム参加辞退） 

9 
2020-21Ｖ２リーグ男子立川大会 

会場：立川市泉市民体育館 
1/23（土）～24（日） 男子 4 

富士通×長野、東京ヴェルディ×ヴィアテ

ィン 

富士通×ヴィアティン、東京ヴェルディ×

長野 

10 

2020-21Ｖ１リーグ男子大田大会（サントリー

HG） 

会場：大田区総合体育館 

1/29（金）～30（土） 男子 ― 中止（東京開催→大阪開催に変更） 

11 

2020-21Ｖ２リーグ男子武蔵野大会 

（警視庁HG） 

会場：武蔵野市総合体育館 

1/30（土）～31（日） 男子 ― 中止（ホームチーム参加辞退） 

12 

2020-21Ｖ２リーグ男子稲城大会 

（東京ヴェルディHG） 

会場：稲城市総合体育館 

2/13（土）～14（日） 男子 ― 
中止（緊急事態宣言に伴うホームチーム不

出場） 

13 

2020-21Ｖ３リーグ男子江戸川大会 

（トヨタモビリティ東京HG） 

会場：江戸川スポーツセンター 

2/13（土）～14（日） 男子 ― 中止（ホームチーム参加辞退） 

14 2020-21Ｖ１リーグ女子ファイナル（Ｖ機構直 2/20（土）～21（日） 女子 4 東レ×デンソー、ＪＴ×ＮＥＣ 
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轄大会） 

会場：大田区総合体育館 
ＮＥＣ×デンソー、ＪＴ（優勝）×東レ 

15 
2020-21Ｖ１リーグ男子墨田大会（FC東京HG） 

会場：墨田区総合体育館 
2/20（土）～21（日） 男子 2 

ＦＣ東京×堺 

ＦＣ東京×堺 

16 

2020-21Ｖ２リーグ男子東村山大会 

（警視庁HG） 

会場：東村山市民スポーツセンター 

2/27（土）～28（日） 男子 ― 中止（ホームチーム参加辞退） 

17 

2020-21Ｖ１リーグ男女墨田大会（FC 東京、

GSS合同HG） 

会場：墨田区総合体育館 

3/6（土）～7（日） 男女 2 

ＦＣ東京×ＪＴ広島、ＧＳＳ東京×アラン

マーレ（2試合目のGSSHGは中止） 

ＦＣ東京×ＪＴ広島、ＧＳＳ東京×ルート

イン（2試合目のGSSHGは中止） 

18 
2020-21Ｖ１リーグ男子町田大会（FC東京HG） 

会場：町田市立総合体育館 
3/13（土）～14（日） 男子 2 

ＦＣ東京×サントリー 

ＦＣ東京×サントリー 

20 

2020-21ＶＣＵＰ女子ファイナル（Ｖ機構直轄

大会） 

会場：大田区総合体育館 

3/27（土）～28（日） 女子 4 

久光製薬×ＮＥＣ、埼玉上尾×ＪＴ 

久光製薬×ＪＴ、埼玉上尾（優勝）×ＮＥ

Ｃ 

◆国際大会 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 
2020バレーボール有明アリーナテストマッチ

会場：有明アリーナ  
4/21（火）～26（日） 男女 ― 中止 

2 
第32回オリンピック競技大会（2020/東京） 

会場：有明アリーナ 
7/25（土）～8/9（日） 

6 

男女 
― 延期 

3 
第32回オリンピック競技大会（2020/東京） 

会場：都立潮風公園 
7/25（土）～8/9（日） 

B 

男女 
― 延期 

 

（５）関連事業―「講習会」・指導者、審判員育成及び資格認定・登録事業 

＜定款第４条-2項、3項、4項、7項＞ 

◆指導者関連 

○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）への指導者を含む役員の

登録推進 

  公認指導者（コーチ 1・2・3・4・その他）登録者 77名（前年比-3） 

○公益財団法人日本スポーツ協会公認バレーボール指導員（専門科目）養成講習会の開催 

  開催中止  

○公益財団法人日本スポーツ協会公認バレーボール指導員対象義務研修会の開催 

開催中止 

○公益財団法人日本スポーツ協会公認コーチ 3（旧コーチ）・コーチ 4（旧上級コーチ）（専門教科）資格取

得講習会への受講生推薦 

コーチ 3・4ともに開催中止のため、推薦者なし 

○公益財団法人日本バレーボール協会公認講師認定講習会への受講生推薦 

  推薦者なし 

○公益財団法人日本スポーツ協会公認バレーボール指導員資格の再登録申請 
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  申請者なし 

◆審判員関連 

○ＪＶＡ－ＭＲＳへの公認審判員を含む役員の登録推進 

  公認審判員（名誉・国際・Ａ・Ａ候補）登録者 52名（ＪＶＡ管理） 

公認Ｂ級審判員登録者 41名（前年比+3） 

公認Ｃ級審判員登録者 12名（前年比+0） 

技術統計判定員・上級判定員 5名（前年比+0） 

○各種審判講習会の開催及び受講生派遣 

審判伝達講習会（6・9人制、ビーチ、ソフト） 

開催日：4/9（木）会場：としま区民センター 開催中止 

関東ブロックＡ級審判員（6人制）講習会 

    開催日：4/5（日） 会場：山梨県立日川高等学校（山梨） 開催中止 

関東ブロックＡ級審判員（9人制）講習会 

    開催日：4/19（日） 会場：騎西総合体育館（埼玉） 開催中止 

  全国ラインジャッジクリニック 

    開催日：4/30（木）～5/2（土） 会場：丸善インテックアリーナ（大阪） 開催中止 

6人制Ａ級・Ａ級候補審判員技術強化事業 

    開催日：11/30（月）～12/2（水） 会場：共和会館、墨田区総合体育館他（東京） 開催中止 

     ※ミキプルーン スーパーカレッジバレー ２０２０大会へは審判員（延べ 18名）を派遣 

9人制Ａ級・Ａ級候補審判員技術強化事業 

    開催日：11/29（木）～31（土） 会場：丸善インテックアリーナ他（大阪）  開催中止 

ビーチバレーボールＡ級審判委員技術強化事業 

    開催日：8/29（土）～30（日） 会場：大崎町ビーチスポーツ専用競技場（鹿児島）開催中止 

開催日：10/3（土）～4（日） 会場：三重県津市御殿場海岸特設会場（三重）開催中止 

○ＡＣレフェリーキャンプへの受講 開催中止 

   開催日：8/11（火）～14（金） 会場：近畿大学（大阪） 

受講予定者：３名（渡辺 千恵、明石 直樹、楓 淳一郎） 

○ビーチバレーボール特別ＡＣレフェリーキャンプ（ビーチＡ級審査会）への受講 開催中止 

   開催日：7/16（木）～18（土） 会場：大蔵海岸（兵庫県明石市） 

   受講予定者：１名（宮川 文子）  

○トップレフェリー 技術強化事業への受講生の派遣 
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《Ｓ１・Ｓ２レフェリー》 中西 幸治、水間 絵美、慈眼 雅啓、饗庭 和恵、鈴木 美帆 

《Ｓ３レフェリー》 関野 智史、大井 悠矢 

《Ｎ１・Ｎ２レフェリー》 川久保 敬規、吉田 益己 

《Ｂ１・Ｂ２レフェリー》 村田 孝幸、細井 啓太 

〇2020-21 V.LEAGUEへの派遣 

  中西 幸治、水間 絵美、慈眼 雅啓、饗庭 和恵、鈴木 美帆 

〇９人制トップリーグへの派遣 

  吉田 益己、川久保 敬規※   （※男子大会への派遣予定であったが大会中止） 

〇ＢＶＴ１への派遣 

  村田 孝幸 

〇公益財団法人日本バレーボール協会公認Ａ級審判員への認定（令和 3年 3月 1日付け） 

  渡辺 千恵、楓 淳一郎 

〇公益財団法人日本バレーボール協会公認ビーチバレー特別Ａ級審判員への認定（令和 3年 3月 1日付け） 

  宮川 文子 

◆登録事業（ＪＶＡ－ＭＲＳ）への協力 ※（  ）内は前年度比 

・東京都小学生バレーボール連盟 2,996名（-337） 

・東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 8,132名（-1,050） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部男子部 3,334名（-577） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部女子部 3,753名（-819） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール定時制・通信制部 0名（-30） 

・東京都高等専門学校バレーボール競技専門部 11名（-61） 

・東京都大学バレーボール連盟 1,816名（-527） 

・東京都実業団バレーボール連盟 443名（-281） 

・東京都クラブバレーボール連盟 222名（-485） 

・東京都ソフトバレーボール連盟 16名（-124） 

・東京都ビーチバレーボール連盟 69名（-21） 

・東京都ヤングバレーボール連盟名  0名（-116） 
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（６）関連事業―関東・全国大会等国内競技会主管開催事業並びに選手・役員・審判員の関東・

全国大会への派遣事業＜定款第 4条-4項、5項、6項＞ 

【都内大会】 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 

第 21 回東京都障害者スポーツ大会バレーボ

ール競技（知的部門） 

会場：駒沢屋内球技場 

5/30（土） 審判 推薦無し（大会中止の為） 

2 
第22回東京ゆうあいバレーボール大会 

会場：板橋区立上板橋体育館 
7/25（土） 審判 推薦無し（大会中止の為） 

3 
全日本ＩＤバレーボール選手権大会 

会場：未定 
未定 審判 推薦無し（大会中止の為） 

4 

第 21 回東京都障害者スポーツ大会バレーボ

ール競技（精神部門） 

会場：駒沢体育館 

2021/2/3（水） 審判 推薦無し（大会中止の為） 

5 

第 21 回東京都障害者スポーツ大会バレーボ

ール競技（身体部門） 

会場：駒沢体育館 

2/23（火祝） 審判 推薦無し（大会中止の為） 

【関東大会】 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 
第64回関東9人制実業団男女選手権大会 

会場：千葉（JFE体育館、東金アリーナ） 
5/23（土）～24（日） 男女 推薦無し（大会中止の為） 

2 

第74回関東高等学校選手権大会 

男子会場：神奈川（川崎市） 

女子会場：山梨（甲府市） 

6/6（土）～7（日） 男女 推薦無し（大会中止の為） 

3 

第 42 回関東 6・9 人制クラブカップ男女選手

権大会 

会場：埼玉（熊谷市） 

7/11（土）～12（日） 
69 

男女 
推薦無し（大会中止の為） 

4 

第56回関東中学校男女選手権大会 

会場：茨城（アダストリアみとアリーナ、水

戸市総合運動公園見川体育館、青柳公園市民

体育館） 

8/6（木）～7（金） 男女 推薦無し（大会中止の為） 

5 
第75回国民体育大会関東ブロック大会 

会場：神奈川（秋葉台文化体育館） 
8/29（土）～30（日） 全種別 推薦無し（大会中止の為） 

6 

第3回関東ジュニアビーチバレーボール大会 

会場：埼玉（しらこばと水上公園ホワイトビ

ーチ） 

8/25（火）～8/26（水） 

↓延期後、中止 

8/29（土）～30（日） 

男女 推薦無し（大会中止の為） 

6 

第10回関東9人制社会人男女優勝大会 

会場：埼玉（三郷市総合体育館、三郷市勤労

者体育館、高州地区体育館（12日のみ）） 

9/12（土）～9/13（日） 男女 推薦無し（大会中止の為） 

7 
第4回関東Ｕ14ヤングクラブ男子交流大会 

会場：神奈川（秋葉台文化体育館）  
9/5(土) 男子 推薦無し（大会中止の為） 

8 
令和2年度関東ママさん大会 

会場：千葉（千葉ポートアリーナ）  
9/13（日） 女子 推薦無し（大会中止の為） 

10 

令和2年度天皇杯皇后杯全日本選手権大会 

関東ブロックラウンド 

会場：群馬（ALSOKぐんまアリーナ）  

10/24（土） 女子 推薦無し（大会中止の為） 

10/25（日） 男子 推薦無し（大会中止の為） 

11 

第11回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 

関東ブロック地域リーグ 

会場：埼玉（上尾運動公園体育館（未定）、加

須市騎西総合体育館、加須市大利根文化体育

館、羽生市民体育館（女子）、樋川アリーナ）  

11/14（土）～15（日） 男女 推薦無し（大会中止の為） 

12 
第36回関東小学生大会 

会場：神奈川（海老名市総合運動公園体育館、
11/28（土）～29（日） 

男子 立会アタッカーズVBC（優勝） 

女子 鷹番JVC、MIRACLE.F.V.C 
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神奈川県立スポーツ体育館）  混合 FUJIYAMA JVC 

審判 伊藤夏美、梅原幸二、大元貴子 

13 

関東ソフトバレーブロックフェスティバル 

兼 第19回関東ソフトバレーボール大会 

会場：群馬（ヤマト市民体育館前橋） 

2021/1/24（日） 全種別 推薦無し（大会中止の為） 

【全国大会】 

9人制 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 

第6回全日本9人制トップリーグ 

女子会場：広島（広島サンプラザホール） 

男子会場：東京（BumB東京ｽﾎﾟｰﾂ文化館）、熊

本（熊本県立総合体育館） 

11/13（金）～15（日） 
女子 

審判 

推薦無し 

吉田 益巳 

11/28（土）～29（日） 

12/19（土）～20（日） 
男子 推薦無し（大会中止の為） 

2 

第72回全日本9人制実業団女子選手権大会 

第73回全日本9人制実業団男子選手権大会 

会場：島根（松江市総合体育館他） 

7/17（金）～20（月） 

男子 

推薦無し（大会中止の為） 
女子 

3 

第40回全日本9人制クラブカップ男女選手権

大会 

男子会場：新潟（新潟市） 

女子会場：兵庫（グリーンアリーナ神戸他） 

8/21（金）～24（月

祝） 
男子 推薦無し（大会中止の為） 

8/10（月祝）～13（木） 女子 推薦無し（大会中止の為） 

4 

第51回全国ママさん大会 

会場：福岡 

冬季会場：愛知 

8/4（火）～7（金） 

12/12（日）～15（火） 
女子 推薦無し（大会中止の為） 

5 
第20回日本スポーツマスターズ2020 

会場：愛媛（松山他） 

9/18（土）～22（火

祝） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

6 
第19回全国社会人東ブロック男女優勝大会 

会場：愛知（一宮市他） 

10/29（木）～11/1

（日） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

7 
第69回全国青年大会 

会場：東京（江戸川区総合体育館他） 
11/14（土）～15（日） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

8 

第90回全日本9人制総合男子選手権大会 

第89回全日本9人制総合女子選手権大会 

会場：大阪（大阪市他） 

10/29（木）～11/1

（日） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

 

6人制 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 
第69回黒鷲旗全日本男女選抜優勝大会 

会場：大阪（丸善ｲﾝﾃｯｸｱﾘｰﾅ大阪他） 

5/1（金）～6（木振

休） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

2 

全日本高等学校総合体育大会 

男子会場：栃木（宇都宮市、小山市） 

女子会場：茨城（結城市、筑西市、古河市） 

8/20（木）～24（月） 男子 推薦無し（大会中止の為） 

8/20（木）～24（月） 女子 推薦無し（大会中止の為） 

3 

第40回全日本小学生大会 

男子会場：岩手（奥州市、北上市） 

女子・混合会場：宮城（宮城郡）、福島（福島

市） 

8/4（火）～7（金） 男子 推薦無し（大会中止の為） 

8/9（日）～12（水） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

混合 推薦無し（大会中止の為） 

4 

第40回全日本6人制クラブカップ男女選手権

大会 

女子会場：大阪（大阪市） 

男子会場：山形（天童市、山形市） 

8/18（火）～21（金） 女子 推薦無し（大会中止の為） 

8/18（火）～21（金） 男子 推薦無し（大会中止の為） 

5 
第47回全国高等学校定時制・通信制大会 

会場：神奈川（平塚市） 
8/12（水）～15（土） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

6 
第50回全日本中学校選手権大会 

会場：静岡（静岡市） 
8/17（月）～20（木） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

7 
第55回全国高等専門学校体育大会 

会場：大阪（守口市） 
8/27（木）～29（土） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 
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8 
第23回全国ヤングクラブ優勝大会 

会場：大阪 
9/26（土）～27（日） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

9 

第75回国民体育大会バレーボール競技 

6人制種目 

会場：鹿児島（鹿児島市、いちき串木野市、

鹿屋市）  

10/4（日）～7（水） 全種別 推薦無し（大会中止の為） 

10 

ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ 2020 

第73回秩父宮賜杯・第67回秩父宮妃賜杯 

全日本大学男女選手権大会 

会場：東京（大田区総合体育館他） 

11/30（月）～12/6

（日） 

男子 
早稲田大学（優勝）日本体育大学（準優勝）、

中央大学他 

女子 
青山学院大学、日本女子体育大学、日本体育

大学他 

11 
第34回全国都道府県対抗中学大会 

会場：大阪（大阪市、守口市、岸和田市） 
12/25（金）～28（月） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

12 
第11回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 

会場：全国各地体育館 

地域リーグ 

6～11月 

東西決勝リーグ 

2021/1～2月 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 
推薦無し（大会中止の為） 

13 

令和2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 

会場：東京（武蔵野の森ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ、大田区

総合体育館） 

12/11（金）～13（日） 

12/19（土）～20（日） 

男子 ＦＣ東京、早稲田大学、中央大学 

女子 ＮＥＣ、ＧＳＳ東京 

14 

春の高校バレー 

第73回全日本高等学校選手権大会 

会場：東京（東京体育館） 

2021/1/5（火）～ 

     7（木） 

1/9（土）～10（日） 

男子 
駿台学園高等学校（準優勝）、東亜学園高等学

校、安田学園高等学校 

女子 
文京大学女子高等学校、共栄学園高等学校、

八王子実践高等学校 

15 
第25回全日本ＩＤ選手権大会（知的障害者） 

会場：未定 
未定 審判 推薦無し（大会中止の為） 

ビーチバレーボール 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 

ジャパン・カレッジ2020 

第32回全日本大学男女選手権大会 

会場：兵庫（明石市） 

7/16（木）～17（金） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

2 

マドンナカップ㏌伊予市 

ジャパン女子ジュニア選手権大会 

会場：愛媛（伊予市） 

8/13（木）～16（日） 女子 推薦無し（大会中止の為） 

3 
第19回全日本ジュニア男子選手権大会 

会場：大阪（阪南市） 
8/10（月）～13（木） 男子 推薦無し（大会中止の為） 

4 
第34回ビーチバレージャパン 

会場：神奈川（藤沢市） 
8/21（金）～23（日） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

5 
第11回全国中学生大会 

会場：神奈川（藤沢市） 
8/16（日）～17（月） 

男子 推薦無し（大会中止の為） 

女子 推薦無し（大会中止の為） 

6 
第31回全日本女子選手権大会 

会場：大阪（泉南郡岬町） 
8/15（土）～17（月） 女子 推薦無し（大会中止の為） 

7 

ジャパンツアー2020 

会場：全国各地（コロナ禍により東京立川市

での開催のみ実施） 

10/31（土）～11/1

（日） 

男子 池田隼平、倉坂正人、他 

女子 藤井桜子、沢目繭、他 

8 

第75回国民体育大会バレーボール競技 

ビーチバレーボール種目 

会場：鹿児島（曽於郡） 

9/12（土）～15（火） 
少年 

男女 
推薦無し（大会中止の為） 

ソフトバレーボール 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 
第28回全国シルバーフェスティバル 

会場：青森（三沢市） 
10/9（金）～11（日） ｼﾙﾊﾞｰ 推薦無し（大会中止の為） 

2 
第22回全国レディースフェスティバル 

会場：福島（福島市） 
10/16（金）～18（日） ﾚﾃﾞｨｰｽ 推薦無し（大会中止の為） 
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3 
第9回全国スポレクフェスティバル 

会場：北海道（函館市） 
10/23（金）～25（日） ｽﾎﾟﾚｸ 推薦無し（大会中止の為） 

4 
第5回全国フリーフェスティバル 

会場：秋田（秋田市） 

10/31（土）～11/1

（日） 
ﾌﾘｰ 推薦無し（大会中止の為） 

8人制 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 
第11回全国ヴィンテージ8‘ｓ交流大会 

会場：北海道（函館市）  

10/30（金）～11/1

（日） 

50歳 

以上 
推薦無し（大会中止の為） 

60歳 

以上 
推薦無し（大会中止の為） 

その他 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 

第18回 2021全日本ジュニアオールスタード

リームマッチ 

会場：大阪（門真市立総合体育館） 

3/21（日）～25（木） 審判 推薦無し（大会中止の為） 

 

◆令和 2年度関東・全国大会優勝チーム表彰式 

新型コロナウイルス感染症対策の為、中止とし、表彰物の送付のみとした 

 【全国優勝】 

第 73回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会 男子：早稲田大学 

 【関東優勝】 

第 36回関東小学生大会 男子：立会アタッカーズ VBC 


