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令和 4（2022）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条に掲げる事業を令和 4（2022）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 ※下線：中体連と調整し日程変更・更新 

№ 大会名 種別 性別 開催日 会場 

1 

第36回ビーチバレージャパン都予選会 

第 33回全日本ビーチバレー女子選手権大会

都予選会 

ﾋﾞｰﾁ 男女 6/11（土） 
大田区大森東水辺スポーツ広場

ビーチバレー場（予定） 

2 
令和4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 

7/16（土） 

7/17（日） 

駒沢体育館 

有明スポーツセンター 

3 
第 21回全国社会人東ブロック男女優勝大会

都予選会 
9人制 

男子 

女子 
未定 未定 

4 
第 22 回日本スポーツマスターズ 2022 都予

選会 
9人制 

女子 

男子 

6/18（土） 
東砂スポーツセンター（ヤング

合同開催） 

6/19（日） 東村山市民スポーツセンター 

5 第71回全国青年大会都選考会 9人制 男女 未定 未定 

6 
第 17回東京都協会・会長杯 6人制男女優勝

大会 
6人制 

女子 7/28（木）予定 狛江市民総合体育館（予定） 

男子 7/9（土） 荒川区総合スポーツセンター 

7 

第92回全日本総合男子選手権大会・ 

第91回全日本総合女子選手権大会 都予選

会 

9人制 男女 9/3（土）～4（日） 日野市市民の森ふれあいホール 

8 

第6回東京都ビーチバレー中学生大会 兼 

第13回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバ

レー大会予選 

ﾋﾞｰﾁ 男女 7/10（日） 
大田区大森東水辺スポーツ広場

ビーチバレー場（予定） 

9 
第25回全国ヤングクラブ男女優勝大会都予

選会 
6人制 男女 6/18（土） 

東砂スポーツセンター（マスタ

ーズ女子合同開催） 

◆受託競技会 

№ 大会名 種別 性別 開催日 会場 

1 第75回都民体育大会春季大会 9人制 

男子 

女子 
5/21（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 

女子 5/22（日） 駒沢屋内球技場 

男子 5/22（日） 小平市民総合体育館 

2 第77回国民体育大会都予選会 

6人制 
成年 

男女 
6/11（土） 荒川区総合スポーツセンター 

ﾋﾞｰﾁ 
少年

男女 

7/17（日）or18（月

祝）調整中 
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 

9/17（土） 
小平市民総合体育館 

9/18（日） 

4 第71回全国青年大会 9人制 男女 
11/12（土） 江戸川区総合体育館 

11/13（日） 江戸川区総合体育館 

◆関東大会 

№ 大会名 種別 性別 開催日 会場 

1 関東高等学校女子バレーボール大会 6人制 女子 
6/4（土） 

6/5（日） 

東京体育館、駒沢体育館 

東京体育館 

2 第6回Ｕ14関東ヤングクラブ男子交流大会 6人制 男子 8/20（土） 墨田区総合体育館 

3 第77回国民体育大会関東ブロック大会 6人制 

少年 

男女 

成年 

男女 

8/27（土）～28

（日） 
武蔵野の森総合スポーツプラザ 

8/27（土） 

4 第12回関東9人制社会人男女優勝大会 9人制 男女 
9/10（土）～11

（日） 
立川市泉市民体育館 
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◆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） ※下線：実施可否確認中 

№ 大会名 種別 性別 開催日 会場 

1 
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾂｱｰ 2022 

第1戦立川立飛大会 
ﾋﾞｰﾁ 男女 

5/3（火祝）～5（木

祝） 
立川タチヒビーチ 

2 第42回全日本小学生大会 6人制 

男子 

女子 

混合 

8/9（火）～12（金） 

東京体育館 

大田区総合体育館 

町田市立総合体育館 

3 Vリーグコラボスペシャルマッチ 6人制 男女 未定 都内 

4 
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾂｱｰ 2022 

第 戦立川立飛大会 
ﾋﾞｰﾁ 男女 未定 立川タチヒビーチ 

5 2022-23Ｖ1リーグ女子大田大会（上尾HG） 6人制 女子 
11/26（土）～27

（日） 
大田区総合体育館 

6 
2022-23Ｖ2 リーグ男子日野大会（東京ヴェ

ルディHG） 
6人制 男子 

11/26（土）～27

（日） 
日野市市民の森ふれあいホール 

7 

第 75回スーパーカレッジ全日本大学男子選

手権大会 

第 69回スーパーカレッジ全日本大学女子選

手権大会 

6人制 男女 
11/28（月）～12/4

（日） 

大田区総合体育館、駒沢屋内球

技場 武蔵野の森総合スポーツ

プラザ他 

8 2022-23Ｖ1リーグ男子駒沢大会 6人制 男子 12/3（土）～4（日） 駒沢体育館 

9 
2022-23Ｖ3 リーグ男子板橋大会（トヨタモ

ビリティ東京HG） 
6人制 男子 12/3（土）～4（日） 上板橋体育館or小豆沢体育館 

10 
令和4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 

12/9（金）～11

（日） 

12/17（土）～18

（日） 

武蔵野の森総合スポーツプラザ 

東京体育館 

11 
春の高校バレー 

第75回全日本高等学校選手権大会 
6人制 男女 

2023/ 

1/4（水）～8（日） 
東京体育館 

12 
2022-23Ｖ2 リーグ男子東村山大会（警視庁

HG） 
6人制 男子 1/7（土）～8（日） 東村山市民スポーツセンター 

13 2022-23Ｖ1リーグ男子墨田大会 6人制 男子 
1/14（土）～15

（日） 
墨田区総合体育館 

14 2022-23Ｖ1リーグ男子大田大会 6人制 男子 
1/21（土）～22

（日） 
大田区総合体育館 

15 
2022-23Ｖ2 リーグ男子板橋大会（東京ヴェ

ルディHG） 
6人制 男子 

1/21（土）～22

（日） 
板橋区立小豆沢体育館 

16 2022-23Ｖ1リーグ女子大田大会（NECHG） 6人制 女子 
1/28（土）～29

（日） 
大田区総合体育館 

17 
2022-23Ｖ2 リーグ男子武蔵野大会（警視庁

HG） 
6人制 男子 2/4（土）～5（日） 武蔵野総合体育館 

18 
2022-23Ｖ2 リーグ男子稲城大会（東京ヴェ

ルディHG） 
6人制 

男子 2/11（土祝）～12

（日） 
稲城市総合体育館 

19 
2022-23Ｖ3 リーグ男子江戸川大会（トヨタ

モビリティ東京HG） 
6人制 

男子 2/11（土祝）～12

（日） 
江戸川区スポーツセンター 

20 2022-23Ｖ1リーグ女子大田大会（NECHG） 6人制 女子 
2/18（土）～19

（日） 
大田区総合体育館 

21 
2022-23Ｖ2 リーグ男子東村山大会（警視庁

HG） 
6人制 男子 

2/25（土）～26

（日） 
東村山市民スポーツセンター 

22 2022-23Ｖ1リーグ男子大田大会 6人制 男子 3/4（土）～5（日） 大田区総合体育館 

23 2022-23Ｖ1リーグ男子墨田大会 6人制 男子 3/4（土）～5（日） 墨田区総合体育館 

24 第13回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 6人制 男女 1月～3月 未定 

◆国際大会 

なし 

◆各セクション大会  

№ 大会名 種別 性別 開催日 会場 

1 全日本実業団男女選手権大会都予選会 9人制 
男子 

女子 

5/7（土） 

― 

羽村市スポーツセンター 

― 
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2 

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 未定 未定 

3 
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 

男子 
6/12（日）・19

（日）・26（日） 

都内高校体育館 

最終日 東京体育館 

女子 

5/29（日）・6/12

（日）・19（日）・26

（日） 

都内高校体育館 

最終日 東京体育館 

4 第42回全日本小学生大会都大会 6人制 

男子 

女子 

混合 

6/19（日） 未定 

6/26（日） 中央区立総合スポーツセンター 

5 

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 未定 未定 

女子 未定 未定 

9人制 男女 未定 未定 

6 全日本中学校選手権大会都予選会 6人制 男女 

7/17（日）・18（月

祝）・24（日）・26

（火） 

都内中学校体育館 

7 全日本高等学校選手権大会東京代表決定戦 6人制 男女 11/13（日） 駒沢屋内球技場 

(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 

   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、ソフト審判伝達講習会 

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 
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◆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 5/21（土）～5/22（日） 
群馬（伊勢崎市民体育館

他） 

2 関東高等学校選手権大会 6人制 

男子 6/4（土）～6/5（日） 
群馬（ALSOKぐんまアリーナ、

ぐんま武道館） 

女子 6/4（土）～6/5（日） 
東京（東京体育館、駒沢体育

館） 

3 関東6・9人制クラブカップ男女選手権大会 
6人制 

9人制 
男女 

7/2（土） 

7/3（日） 
神奈川 

4 関東中学校男女選手権大会 6人制 男女 8/8（月）～8/10（水） 
栃木（宇都宮市体育館、鹿沼

総合体育館他） 

5 国民体育大会関東ブロック大会 6人制 

少年

男女 
8/27（土）～8/28（日） 

東京（武蔵野の森総合スポー

ツプラザ） 成年

男女 
8/27（土） 

6 関東ジュニアビーチバレーボール大会 ﾋﾞｰﾁ 
少年

男女 
未定 

茨城（ひたちなか市阿字ヶ浦

海岸） 

7 関東9人制社会人男女優勝大会 9人制 男女 9/10（土）～9/11（日） 東京（立川市泉市民体育館） 

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 8/20（土） 東京（墨田区総合体育館） 

9 
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 男女 

10/22（土） 
千葉 

10/23（日） 

10 関東ブロック地域リーグ 6人制 男女 
11/12（土）～11/13

（日） 

埼玉（熊谷市立市民体育館、

籠原体育館 他） 

11 関東小学生大会 6人制 
男女 

混合 
11/19（土）～20（日） 

千葉（千葉ポートアリーナ、

千葉公園体育館他） 

12 ソフトバレーブロックフェスティバル ― 混合 2023/1/22（日） 
埼玉（彩の国くまがやドー

ム） 

◆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 
第 8 回全日本 9 人制トップ

リーグ 

男子ﾚｷﾞｭﾗｰ R 
9人制 男子 

10/9（日）～10（月祝） 茨城（神栖市）予定 

男子ﾌｧｲﾅﾙ R 12/17（土）～18（日） 熊本（熊谷市） 

2 
第74回全日本実業団女子選手権大会 

第75回全日本実業団男子選手権大会 
9人制 

女子 

男子 
7/16（土）～18（月祝） 福岡（久留米市他） 

3 第41回全日本クラブカップ男女選手権大会 9人制 
女子 8/12（金）～14（日） 大阪（大阪市） 

男子 8/11（木）～14（日） 静岡（浜松市） 

4 第22回日本スポーツマスターズ2022 9人制 男女 9/23（金祝）～26（月） 岩手（花巻市他） 

5 第21回全国社会人東ブロック優勝大会 9人制 男女 10/13（木）～16（日） 石川（金沢市） 

6 第71回全国青年大会 9人制 男女 11/12（土）～13（日） 東京（江戸川他） 

7 
第92回全日本9人制総合男子選手権大会 

第91回全日本9人制総合女子選手権大会 
9人制 男女 11/25（金）～27（日） 大阪（大阪市） 

○6人制 

№ 大会名 種別 性別 開催日 開催地 

1 第70回黒鷲旗全日本男女選抜大会 6人制 男女 4/30（土）～5/5（木祝） 大阪（大阪市） 

2 全日本高等学校総合体育大会 6人制 
女子 7/29（金）～8/1（月） 徳島（徳島市他） 

男子 8/4（木）～7（日） 香川（丸亀市他） 

3 第49回全国高等学校定時制・通信制大会 6人制 男女 8/2（火）～6（土） 神奈川（平塚市） 

4 第42回全日本小学生大会 6人制 

男子 

8/9（火）～12（金） 東京、神奈川、埼玉、千葉 女子 

混合 

5 第42回全日本クラブカップ男女選手権大会 6人制 
女子 7/28（木）～31（日） 山形（山形市） 

男子 8/4（木）～7（日） 岡山（岡山市） 

6 第52回全日本中学校選手権大会 6人制 男女 8/19（金）～22（月） 秋田（秋田市他） 
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7 第57回全国高等専門学校体育大会 6人制 男女 8/19（金）～21（日） 愛媛（松山市） 

8 第25回全国ヤングクラブ優勝大会 6人制 男女 9/24（土）～25（日） 大阪（門真市他） 

9 第77回国民体育大会 6人制 男女 10/7（金）～10（月） 栃木（宇都宮市他） 

10 

第 75 回スーパーカレッジ全日本大学男子選

手権大会 
6人制 

男子 

11/28（月）～12/4（日） 東京（大田区他） 
第 69 回スーパーカレッジ全日本大学女子選

手権大会 
女子 

11 第36回全国都道府県対抗中学大会 6人制 男女 12/25（日）～28（水） 大阪（大阪市他） 

12 

第13回 

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 

4～12月 各地 

東西決勝ﾘｰｸﾞ 2023/1～3月 未定 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾏｯﾁ 2023/3月 未定 

13 
春の高校バレー 

第75回全日本高等学校選手権大会 
6人制 男女 2023/1/4（水）～8（日） 東京（東京体育館） 

14 
令和4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 

12/9（金）～11（日） 

17（土）～18（日） 
東京（調布市、渋谷区） 

15 
2022-23Ｖ1リーグ 

2022-23Ｖ2、Ｖ3リーグ 
6人制 男女 全国各地 全国各地 

○ビーチ 

№ 大会名 種別 性別 開催日 開催地 

1 
ジャパン・カレッジ2022 

第34回全日本大学男女選手権大会 
ﾋﾞｰﾁ 男女 8/9（火）～11（木） 神奈川（川崎市） 

2 
NEXT2022 

第4回全日本U-23男女選抜優勝大会 
ﾋﾞｰﾁ 男女 7/22（金）～24（日） 兵庫（明石市） 

3 第21回全日本ジュニア男子選手権大会 ﾋﾞｰﾁ 男子 8/8（月）～11（木） 大阪（阪南市） 

4 
'22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 
ﾋﾞｰﾁ 女子 8/11（木）～14（日） 愛媛（伊予市） 

5 第36回ビーチバレージャパン ﾋﾞｰﾁ 男女 8/12（金）～14（日） 神奈川（藤沢市） 

6 第33回全日本女子選手権大会 ﾋﾞｰﾁ 女子 8/18（木）～21（日） 大阪（岬町） 

7 第13回全国中学生大会 ﾋﾞｰﾁ 男女 8/17（水）～18（木） 神奈川（藤沢市） 

8 ジャパンビーチバレーボールツアー2022 ﾋﾞｰﾁ 男女 未定 全国各地 

9 
2022ビーチバレー・ルナカップ㏌御宿 第5

回大会 
ﾋﾞｰﾁ 男女 8/20（土）～21（日） 千葉（御宿町） 

10 第14回川崎市長杯 ﾋﾞｰﾁ 男女 10/8（土）～9（日） 神奈川（川崎市） 

11 第77回国民体育大会 ﾋﾞｰﾁ 
少年

男女 
9/10（土）～13（火） 栃木（足利市） 

○ソフト 

№ 大会名 種別 性別 開催日 開催地 

1 第30回全国シルバーフェスティバル ｿﾌﾄ 混合 11/18（金）～20（日） 高知（高知市） 

2 第24回全国レディースフェスティバル ｿﾌﾄ 女子 10/14（金）～16（日） 福島（福島市） 

3 第11回全国スポレクフェスティバル ｿﾌﾄ 混合 9/23（金祝）～25（日） 長野（長野市） 

4 第7回全国フリーフェスティバル ｿﾌﾄ 混合 11/12（土）～13（日） 宮城（仙台市） 

○8人制 

№ 大会名 種別 性別 開催日 開催地 

1 第13回全国ヴィンテージ8交流大会 8人制 男女 未定 未定 

(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
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ック等日本代表候補選手強化事業（戦略的競技力強化事業）への協力、公益財団法人日本スポーツ協

会コーチ１養成事業の協力、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 


