
2023/2/23 現在

競技会名 会場

第73回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 いしかわ総合スポーツセンター

第35回北信越小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 いしかわ総合スポーツセンター

第44回北信越中学校総合競技大会　バレーボール競技
加賀市スポーツセンター
物見山体育館

第71回秋季北信越大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会
津幡町総合体育館
津幡運動公園体育館

第9回全日本9人制バレーボールトップリーグ いしかわ総合スポーツセンター

モルテン杯第18回北信越９人制クラブバレーボール選手権大会 いしかわ総合スポーツセンター

種別 県大会

担当

第75回石川県民体育大会
6
/
4

協　会 8/5,6
内灘高校体育館
内灘中学校体育館
内灘町総合体育館

種別 県大会

担当 期日 開催地 期日 開催地

石川県バレーボール祭（一般の部９人制） 9 協　会 4/16 金沢市営城東市民体育館 4/1 4/2

石川県バレーボール祭(一般の部6人制)　兼
第73回中部日本６人制総合男女選手権大会県予選

6 協　会 5/7
川北町総合体育館（申請中）
（メイン・サブアリーナ 3面）

4/21 4/23 7/15～17 石川 金沢市

第76回全日本9人制実業団男子選手権大会県予選
第75回全日本9人制実業団女子選手権大会県予選

9 社会人連 5/14 調整中 4/28 4/30 7/28～7/30 愛知 一宮市

第42回全日本6人制クラブカップ男子選手権大会県予選
第42回全日本6人制クラブカップ女子選手権大会県予選

6 社会人連 5/21 白山市若宮公園体育館 5/5 5/7
8/11～8/13
8/10～8/14

大阪 大阪市
和歌山 和歌山市

第42回全日本9人制クラブカップ男子選手権大会県予選
第42回全日本9人制クラブカップ女子選手権大会県予選

9 社会人連 5/21 白山市若宮公園体育館 5/5 5/7
8/4～7
8/11～14

富山 富山市
福岡 福岡市

第23回日本スポーツマスターズ2023県予選 9 社会人連 6/4 金沢市城東市民体育館 5/19 5/21 9/16～19
福井 福井市・越前市
　　　 鯖江市

第78回国民体育大会（成年男女6人制）県予選 6 協　会 - - 8/25～27
新潟 新発田
市

10/8～11
鹿児島 鹿児島市
鹿屋市・いちき串木野市

天皇杯・皇后杯全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会県ラウンド 6 協　会 7/2
白山市白山郷公園体育館
小松市末広体育館

6/16 6/18 9/16,17
長野 安曇野
市

12/9～11
12/17,18

東京 調布市
　　　 渋谷区

第22回全国社会人東ブロック男女優勝大会県予選 9 社会人連 7/9 金沢市城東市民体育館 6/23 6/25 10/12～15 茨城 日立市

第22回北信越クラブバレー優勝大会県予選
6
9

社会人連 8/27 金沢市城東市民体育館 8/11 8/13

第93回全日本9人制総合男子選手権大会県予選
第92回全日本9人制総合女子選手権大会県予選

9 社会人連 9/10 金沢市城東市民体育館 8/25 8/27 11/16～19
大阪 大阪市
広島 広島市

石川県6人制総合男女交流会 6 協　会 12/10
白山市美川体育館
小松市末広体育館

11/24 11/26

第23回石川県バレーウィンターリーグ兼
モルテン杯第18回北信越９人制クラブバレーボール選手権大会
石川県予選会

6 社会人連

2024/
 2/4
 2/18
 3/10

白山市若宮公園体育館
白山市白山郷公園体育館
白山市若宮公園体育館

1/19 1/21
2024/
 3/23,24

石川 金沢市

種別 県大会

担当 期日 開催地 期日 開催地

石川県バレーボール祭(高校の部)　兼
第73回中部日本6人制総合男女選手権大会県予選　兼
第78回国民体育大会（少年男女の部）県予選

6 高体連
4/22,23
4/29,30

松任総合運動公園体育館
若宮公園体育館
白山郷公園体育館
野々市市スポーツセンター

中部日本：
　7/15～17
国体：
　8/25～27

中部日本：
石川 金沢市
国体：
新潟 新発田
市

10/8～11
鹿児島 鹿児島市
鹿屋市・いちき串木野
市

全日本高校選手権大会　兼
北信越高等学校体育大会県予選

6 高体連 6/1～4

七尾総合市民体育館
城山体育館
鹿島体育センター
中島体育館
田鶴浜体育館

6/16～18 富山 富山市

男子：
　　8/7～11
女子：
　　8/1～8/5

男子：
　北海道 旭川市
女子：
  北海道 釧路市ほか

第50回全国高校定時制・通信制大会 6 高体連 8/1～5 神奈川 平塚市

第58回全国高等専門学校体育大会 6 高専連 8/25～27 茨城 ひたちなか市

第76回全日本高校選手権大会　予選会 6 高体連 8/8,9
松任総合運動公園体育館
若宮公園体育館、白山郷公園体育館

第76回全日本高校選手権大会石川県大会 6 高体連 9/23,24 物見山総合体育館

第76回全日本高校選手権大会県予選（決定戦） 6 高体連 10/28 加賀市スポーツセンター
2024/
1/4～8

東京 渋谷区

石川県高校新人大会　兼
第24回北信越高校新人大会県予選

6 高体連 11/9～12

白山郷公園体育館
若宮公園体育館
松任総合運動公園体育館
野々市市スポーツセンター
いしかわ総合スポーツセンター

2/9～11 新潟 上越市

種別 県大会

担当 期日 開催地 期日 開催地

第53回全日本中学校選手権大会県予選 6 中体連 7/15,16 調整中 8/20～23
愛媛 松山市
　　　 伊予市

第44回石川県中学校選抜大会 6 中体連
2024/
 1/20,21

男子：宇ノ気体育館（予定）
女子：川北町総合体育館（予定）

2024/
 3/16,17

福井 福井市

２０２３（令和5）年度石川県バレーボール協会　競技会日程（案）
石川県バレーボール協会競技部会

期日 主管部会

7/15（土）～17（月・祝）
社会人連盟
大学連
高体連

7/29（土）～30（日） 小学連

8/1（火）～2（水） 中体連

10/27（金）～28（日） 大学連盟

12/9（土）～10（日） 社会人連盟

2024/
3/23（土）～24（日）

社会人連盟

競技会名 期日 会場 締切日 抽選日

競技会名 期日 会場 締切日
ブロック大会 全国大会

選考会にて選手選考（強化部）

抽選日

抽選日
ブロック大会 全国大会

競技会名 期日 会場 締切日 抽選日
ブロック大会

競技会名 期日 会場 締切日

全国大会



2023/2/23 現在
２０２３（令和5）年度石川県バレーボール協会　競技会日程（案）

石川県バレーボール協会競技部会

種別 県大会

担当 期日 開催地 期日 開催地

第43回全日本小学生大会県予選 6 小学連
6/4,11
6/24,25

能美市物見山総合体育館
川北町総合体育館
津幡町運動公園体育館
白山市松任総合運動公園体育館

7/29,30 石川 金沢市 8/7～10
東京・神奈川
埼玉・千葉

第33回石川県小学生ソフトバレー大会 4 小学連 9/3 津幡町運動公園体育館 2023/11 新潟県 2024/3 宮城県

第11回木本会長杯石川県小学生バレーボール大会 6
協　会

（小学連） 8/26,27 いしかわ総合スポーツセンター

第21回石川県スポーツ少年団交流大会(男子）
第21回石川県スポーツ少年団交流大会(女子）

6 小学連 10/1 いしかわ総合スポーツセンター

石川テレビ杯第37回石川県小学生大会 6 小学連 10/21,22
津幡町運動公園体育館
津幡町総合体育館　ほか

種別 県大会

担当 期日 開催地 期日 開催地

第35回全日本ビーチバレー大学男女選手権大会県予選 2 ビーチ連 調整中 千里浜ビーチバレー専用コート 8/8～10 兵庫 明石市

第37回ビーチバレージャパン大会県予選 2 ビーチ連 千里浜ビーチバレー専用コート 8/11～13 神奈川 藤沢市

第34回全日本ビーチバレー女子選手権大会県予選 2 ビーチ連 千里浜ビーチバレー専用コート 8/18～20 大阪 岬町

第22回全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会県予選 2 ビーチ連 千里浜ビーチバレー専用コート 8/4～6 大阪 阪南市

ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会県予選 2 ビーチ連 千里浜ビーチバレー専用コート 8/11～13 愛媛 伊予市

第78回国民体育大会（少年男女）県選考会 2 ビーチ連 調整中 千里浜ビーチバレー専用コート 9/16～19 鹿児島 大崎町

23’千里浜ビーチバレージャパンチャレンジ 2 ビーチ連 調整中 千里浜ビーチバレー専用コート

種別 県大会

担当 期日 開催地 期日 開催地

第31回全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル県予選会
第25回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル予選会
第8回全国ソフトバレー・フリーフェスティバル予選会
2023年度石川県ソフトバレーボールフリーフェスティバル

4 ソフト連 5/7
金沢市浅野川市民体育館
津幡町総合体育館

4/23 4/28
10/6～8
10/13～15
11/11～12

青森 弘前市
愛知 江南日
熊本 八代市

第35回全国健康福祉祭ねんりんピックソフトバレー交流大会県予選会
第12回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル予選会

4 ソフト連 5/21 津幡町総合体育館
4/7
4/23

4/28
10/28～31
9/15～17

愛媛 松山市ほか
大分 大分市

第27回石川テレビ杯石川県ソフトバレーボールフェスティバル 4 ソフト連 6/10,11
金沢市浅野川市民体育館
金沢市森本市民体育館

5/12 5/29

第32回いしかわスポレク交流大会ソフトバレー大会 4 ソフト連 7/9
金沢市浅野川市民体育館
金沢市城西市民体育館
金沢市中央体育館

6/9 6/27

ソフトバレー北信越総合フェスティバル予選会　兼
ソフトバレー北信越ファミリー・キッズ＆一般フェスティバル予選会

4 ソフト連 9/10
金沢市浅野川市民体育館
金沢市森本市民体育館

8/18 8/30 10/15 富山 砺波市

第29回北陸中日新聞杯石川県ソフトバレー大会 4 ソフト連 11/26

金沢市浅野川市民体育館
金沢市森本市民体育館
津幡町総合体育館
津幡運動公園体育館

10/27 11/16

2023ソフトバレー石川オープン大会 4 ソフト連
2023/
3/2，3

金沢市総合体育館 1/10

種別 県大会

担当 期日 開催地 期日 開催地

第54回全国ママさんバレーボール大会県予選会 9 ママ連 5/21 金沢市中央市民体育館 4/28 5/8 8/24～27 奈良県

第36回北國銀行頭取杯石川県ママさんバレーボール大会 9 ママ連 5/27 金沢市総合体育館 5/5 5/15

第35回全国ママさんバレーボールいそじ大会石川県予選会 9 ママ連 6/11 金沢市営西部市民体育会館 5/19 5/29

第7回ことぶき親善大会 9 ママ連 6/25 金沢市営西部市民体育会館 6/2 6/12 9/19～22 福島県

第13回全国ママさんバレーボール冬季大会石川県予選会 9 ママ連 6/25 金沢市営西部市民体育会館 6/2 6/12 10/19～22 滋賀県

第41回北國新聞社旗争奪石川県ママさんバレーボール大会 9 ママ連 8/5,6
金沢市総合体育館
白山市若宮公園体育館

7/14 7/24

第42回石川テレビ旗争奪石川県ママさんバレーボール大会 9 ママ連 9/18 いしかわ総合スポーツセンター 8/25 9/4

第41回ミズノ杯ママさんバレーボール石川県大会 9 ママ連 10/15
金沢市額谷ふれあい体育館
金沢市営西部市民体育会館

9/22 10/2

第23回石川県ママさんバレーボール連盟会長旗争奪大会 9 ママ連 11/3 金沢市中央市民体育館 10/13 10/23

競技会名 期日 会場 締切日 抽選日
ブロック大会 全国大会

ブロック大会 全国大会

調整中

調整中

競技会名 期日 会場 締切日 抽選日

競技会名 期日 会場 締切日 抽選日
ブロック大会 全国大会

競技会名 期日 会場 締切日 抽選日
ブロック大会 全国大会


