２０２０年度 京都府中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技(大会・事業) 年間予定日程順（案）
＊日程や会場は変更になる場合があります。必ず大会要項・事業要項をご確認ください。
協会
登録

日

程

大 会 名

開 催 場 所

備 考 （会 場 等）

京都市ブロック春季大会 （中止）

5/3（日）

山城ブロック春季大会 （中止）

京都府宇治市・乙訓地域

5月初旬

ビーチバレーボール講習会（練習会） （中止）

京都府宮津市

会場：天橋立大天橋ビーチ

6月上旬予定

丹後中学校バレーボール大会

京都府与謝野町

会場：未定

京都府宇治市

会場：黄檗体育館
※選抜選考対象

京都府京都市

会場：京都市立藤森中学校
※選抜選考対象 原則３年のみ

京都府宇治市

会場：黄檗体育館
※選抜選考対象

京都府宮津市

会場：天橋立大天橋ビーチ

全国U-14ヤングクラブバレーボール大会兼
近畿ヤングクラブバレーボール 京都府予選会女子

6/21（日）
女子：午前 男子：午後

4/13（月）

桂中(体育館) 京都府京都市

当日

京都府トレーニングスクール
第３４回ＪＯＣ京都府代表選手選考会

○ 6/27(土)

全国U-14ヤングクラブバレーボール大会兼
近畿ヤングクラブバレーボール 京都府予選会男子

○ 6/28（日）

第31回ビーチバレーボール京都
全日本男女中学生
京都府予選会

○

抽選会場

4/29（水）PM女子
5/2（土）3（日）4（月）

○ 6/20（土）
○

抽選日

当日

会場：4/29（水）5/2（土）3（日）京都市内中学校
会場：5/4（月）横大路運動公園体育館
会場：男子 宇治市内中学校
会場：女子 乙訓地域中学校

7/19（日）20（月）21（火）22（水）

京都市ブロック夏季大会

6/5（金）

未定

京都府京都市

会場：7/19（日）20（月）京都市内中学校
会場：7/21（火）ハンナリーズ・スポーツ会館
会場：7/22（水）ハンナリーズ

7/21（火）22（水）

丹後ブロック総合体育大会

未定

峰山中

京都府京丹後市

会場：弥栄社会体育館

7/21（火）22（水）

中丹ブロック夏季大会

京都府舞鶴市

会場： 舞鶴東体育館

7/22(水) 24(金)

口丹波ブロック夏季大会

4/23(木)
or24(金)

園部中

京都府亀岡市

会場：亀岡運動公園体育館

7/25（土）26（日）

山城ブロック夏季大会

京都府宇治市

会場：黄檗体育館 他

7/29（水）30（木）

第７３回京都府中学校総合体育大会

京都府宇治市

会場：山城総合運動公園体育館
（＊山城ブロック主管）※選抜選考対象

8/2（日）
女子：午前 男子：午後

もっと元気な京都ジュニア育成事業
「夢・発見プロジェクト」

京都府京都市

会場：京都市立藤森中学校
（１，２年生対象）

8/5（水）6（木）

第６８回近畿中学校総合体育大会

8/1（土）

兵庫県尼崎市

会場：ベイコム総合体育館

8/17（月）～20（木）

第５０回全日本中学校選手権大会

未定

静岡県静岡市

会場：静岡草薙総合運動場体育館
あああ静岡中央体育館 他

京都府京都市

会場：京都市立大原野中学校 予定
ああ 10時開式予定

○ 9/12(土)

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
第３４回全国都道府県対抗
中学バレーボール大会
京都府選抜チーム 結団式

○ 8/30（日）

近畿U-14ヤングクラブバレーボール交流大会

兵庫県

和歌山県紀ノ川市

紀の川市民体育館・他

9/12（土）～10/18（日）

京都市ブロック秋季大会（予選リーグ）

9/4（金）

未定

京都府京都市

会場：京都市内中学校

10/24（土）

丹後ブロック秋季体育大会

未定

峰山中

京都府京丹後市

会場：弥栄社会体育館

10/31（土）

口丹波ブロック新人大会(予選リーグ)

8/24(月)

園部中

京都府亀岡市

会場：亀岡運動公園体育館

10/31（土）11/1（日）3（火）

京都市ブロック秋季大会（決勝トーナメント）

10/20（火） 未定

京都府京都市

会場：10/31（土）11/1（日）京都市内中学校
会場：11/3（火） 横大路運動公園体育館

11/3（火）

口丹波ブロック新人大会(決勝トーナメント)

京都府南丹市

会場：口丹波勤労者福祉会館体育館

11/3（火）

山城ブロック秋季大会

京都府

会場：未定

11月中旬

丹後カップ中学校バレーボール大会

京都府京丹後市

＊近畿選抜予選を兼ねる

○ 11/14（土）～12/20（日）

第５３回近畿中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
選抜優勝大会京都府予選会
京都市代表校出場決定戦（女子のみ）

11/10（火） 未定

京都府京都市

会場：市内各中学校

○ 11/21（土）

ヤングバレーボール秋季大会

当日

京都府京都市

会場：西宇治体育館 黄檗中学校

11/28（土）

ファイテンカップチャンピオン大会
（中体連各ブロック秋季優勝校、ヤング秋季推薦校）

ヤング連盟
京都府久世郡
による代理抽選

会場：久御山中学校（予定）
＊ヤング中体連共催

○ 12/5（土）

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
第３４回全国都道府県対抗
中学バレーボール大会
第１７回近畿地区壮行会（男子）

奈良県橿原市

会場：ジェイテクトアリーナ
＊写真・ビデオの撮影不可

○ 12/5（土）

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
第３４回全国都道府県対抗
中学バレーボール大会
第１７回近畿地区壮行会（女子）

京都府京都市

会場：島津アリーナ京都
＊写真・ビデオの撮影不可

全国中学校ブロック別長身者
発掘育成練習会近畿ブロック練習会

兵庫県尼崎市

会場：兵庫県尼崎市立大庄中学校
＊女子2年生・男子1/2年生対象
（選考基準あり・府中体連より推薦）

12/6（日）

○ 12/25（金）～28（月）

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
第３４回全国都道府県対抗
中学バレーボール大会

11月中旬

読売新聞本社 大阪府大阪市

会場：丸善インテックアリーナ大阪
あああエディオンアリーナ大阪
他

○ 2/7（日）2/13（土）

第５３回近畿中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
選抜優勝大会京都府予選会

12月24日

場所：未定
京都府宇治市
時間：10時～

会場：2/ 7（日）京都府内中学校
会場：2/13（土）山城総合運動公園体育館

○ 3月下旬

第５３回近畿中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜優勝大会

２月下旬～
読売新聞本社 大阪府大阪市
３月上旬
京都府内
中学校・高等学校

会場：丸善インテックアリーナ大阪 他

7月上旬予定

男子強化事業
ＫＶＡ男子ＫＹＯＴＯ ＣＵＰ

12月初旬予定

男子強化事業
ＫＶＡ男子ＫＹＯＴＯ Ｗｉｎｔｅｒ ＣＵＰ

京都府内
中学校・高等学校

＊詳細は現時点では未定

5月中旬～7月中旬

男子３年生強化事業（強化練習会）（中止・延期）

京都市内中学校予定

月２回程度 平日19:00～21:00
＊詳細は現時点では未定

11月中旬～3月中旬

男子２年生強化事業（強化練習会）

京都市内中学校予定

月２回程度 平日18:45～20:45
＊詳細は現時点では未定

＊詳細は現時点では未定

※協会登録が必要な大会・事業はJVA・MRSへのチーム登録と個人登録が必要です。
要項等の配布・連絡はMRSでのチーム責任者へのメールもしくは協会（中体連）のホームページを利用します。
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