
京都府バレーボール協会 競技日程

期　日 競　　　　　　　技　　　　　　　会　　　　　　　名 会　　場

4 第３９回全京都ママさんバレーボール大会（南部地区グループ戦） 島津

8 第３９回全京都ママさんバレーボール大会（総合開会式・山城グループ戦） 太陽が丘

9 ⑨京都府実業団バレーボール連盟春季大会（上位クラス） 丹波自然

9 第３９回全京都ママさんバレーボール大会（北部地区グループ戦） 舞鶴文化

11 第３９回全京都ママさんバレーボール大会（南部地区グループ戦） 島津

16 ６人制クラブ選手権男女第１日 島津

16 第３９回全京都ママさんバレーボール大会（山城地区トーナメント戦） 八幡市民

16 ⑨京都府実業団バレーボール連盟春季大会（下位・女子） 丹波自然

18 第３９回全京都ママさんバレーボール大会（南部地区トーナメント戦） 島津

22 第３９回全京都ママさんバレーボール大会（南部・山城地区トーナメント戦） 八幡市民

23 第３９回全京都ママさんバレーボール大会（北部地区トーナメント戦） 舞鶴文化

23 ６人制クラブ選手権男女第２日 横大路

29 第３９回全京都ママさんバレーボール大会（決勝トーナメント戦） 向日市

29 小学生連盟登録団体代表者会・審判研修会 島津２競

29 第１７回近畿実業団連盟女子オープン大会 企業体育館

6 京都市中学校春季総合体育大会（準決勝・決勝） 島津

7 第４８回全国ママさんバレーボール大会　府予選会（北部地区グループ戦） 綾部市

7 第４８回全国ママさんバレーボール大会　府予選会（山城地区グループ戦） 黄檗公園

9 第４８回全国ママさんバレーボール大会　府予選会（南部地区グループ戦） 島津

11 第４８回全国ママさんバレーボール大会　府予選会（南部地区グループ戦） 島津

14 ⑨板原杯兼第７０回全日本９人制バレーボール実業団選手権大会府予選会 丹波自然

14 京都府高等学校総合体育大会 各高校

19 第４８回全国ママさんバレーボール大会　府予選会（南部・山城地区トーナメント戦） 太陽が丘

20 京都府高等学校総合体育大会　男子の部 太陽が丘

21 京都府高等学校総合体育大会　女子の部 太陽が丘

21 第４８回全国ママさんバレーボール大会　府予選会（北部地区トーナメント戦） 長田野

27 第４８回全国ママさんバレーボール大会　府予選会（決勝トーナメント戦） ハンナ

28 クラブカップ選手権府予選第１日⑨男⑨女 横大路

28 全国高等学校総合体育大会 南部予選リーグ戦 各高校

4 ⑥第７２回国民体育大会　府予選会 西宇治

4 ⑨日本スポーツマスターズ２０１７　京都府予選会 口丹波

4 ソフトバレーボール連盟全国大会 府予選会 亀岡市

⑥・・・６人制の大会　　　　⑨・・・９人制の大会　　　
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4 全国高等学校総合体育大会南部予選 各高校

4 クラブ連盟　KYOTO MIX GAMES 丹波自然

6 京都府ママさんバレーボール連盟審判研修会（役員対象） 島津２競

10・11 全国高等学校総合体育大会 府予選会 三段池

11 クラブカップ選手権府予選第２日⑥男⑥女 ハンナ・スポ

15 第２９回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会　府予選会（グループ戦） 西宇治

17 全国ヤングバレーボール大会近畿ヤング府予選会 黄檗公園

17・18 第３７回全日本バレーボール小学生大会京都府大会 ハンナ・スポ

18 クラブカップ選手権府予選第３日⑥男⑥女 口丹波

24 ビーチバレーボール各種全国大会　京都府予選会 大天橋

25 ビーチバレーボール各種全国大会　京都府予選会・国体京都府予選会 大天橋

26 第２９回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会府予選会　（決勝トーナメント戦）ことぶき親睦大会 西宇治

8 平成２９年度近畿親善ママさんバレーボール大会 向日市

9 天皇杯・皇后杯　京都府予選会 ハンナ・スポ

9 京都府ママさんバレーボール連盟審判研修会（北部） 三段池

9 クラブ連盟リーグ戦第１週⑥男７，８⑥女３ 口丹波

16 クラブ連盟リーグ戦第２週⑥男１，２，３，４，５，６、/⑥女1,2 口丹波

17 クラブ連盟リーグ戦第３週⑨男⑨ 口丹波

23 ソフトバレーボール連盟サマーフェスティバル 西宇治

25 京都市中学校選手権大会（準決勝・決勝） ハンナ

27・28 京都府中学校総合体育大会 綾部市

30 ママさんバレーボール連盟 第４１回府下親善大会 舞鶴文化

31 ２０１７全京都小学生バレーボール大会 ハンナ・スポ

1～3 ２０１７全京都小学生バレーボール大会 ハンナ・スポ

2～4 京都府私立高等学校バレーボール選手権大会 島津

5・6 第６６回近畿中学総合体育大会 太陽が丘

6 全国社会人西ブロック男子優勝大会　府予選会 口丹波

27 ⑥第１４回オールエイジフェスティバル 亀岡市

5 第７回全国ママさんバレーボール冬季大会　府予選会（南部地区グループ戦） 向日市

7 第７回全国ママさんバレーボール冬季大会　府予選会（南部・山城地区グループ戦） 西宇治

10 全日本９人制総合京都府予選会　全国社会人西ブロック女子優勝大会予選会 ハンナ・スポ

10 第７回全国ママさんバレーボール冬季大会　府予選会（北部地区予選会） 三段池

12 第７回全国ママさんバレーボール冬季大会　府予選会（南部地区グループ戦） 島津

17 ９人制クラブ選手権 口丹波

19 第７回全国ママさんバレーボール冬季大会　府予選会（南部・山城地区トーナメント戦） 向日市

24 第７回全国ママさんバレーボール冬季大会　府予選会（決勝トーナメント戦） 向日市
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3 京都府ママさんバレーボール連盟審判講習会（チーム対象） 島津

8 クラブ連盟６人制フェスティバル 口丹・スプリング

10 第４１回京都府ママさんバレーボール連盟秋季リーグ戦Aクラス（南部・山城地区） 向日市

12 第４１回京都府ママさんバレーボール連盟秋季リーグ戦Bクラス（南部・山城地区） 島津

15 ⑨京都府実業団バレーボール連盟秋季大会（上位クラス） 企業体育館

17 第４１回京都府ママさんバレーボール連盟秋季リーグ戦Cクラス（南部・山城地区） 黄檗公園

19 第４１回京都府ママさんバレーボール連盟秋季リーグ戦Dクラス（南部・山城地区） 黄檗公園

21 第３５回京都府小学生バレーボール選手権大会 黄檗公園

21・22 第３５回京都府小学生バレーボール選手権大会 横大路

22 全日本高等学校選手権大会 南部予選リーグ戦 各高校

22 ⑨京都府実業団バレーボール連盟秋季大会（下位クラス・女子） 企業体育館

22 第４１回京都府ママさんバレーボール連盟秋季リーグ戦（北部地区リーグ戦） 綾部市

22 近畿９人制クラブ選手権大会 向日市

24 第４１回京都府ママさんバレーボール連盟秋季リーグ戦Eクラス（南部・山城地区） 島津

26 第８６回全日本９人制総合女子選手権大会　準備 島津

27 第８６回全日本９人制総合女子選手権大会　準備 向日市

27 第８６回全日本９人制総合女子選手権大会 代表者会議・開会式 島津

28 第８６回全日本９人制総合女子選手権大会 島津・向日市

29 第８６回全日本９人制総合女子選手権大会 島津・向日市

30 第８６回全日本９人制総合女子選手権大会 島津

29 第４０回京都府民総合体育大会　ソフトバレーボール 太陽が丘

29 全日本高等学校選手権大会 南部予選会 各高校

31 第４１回京都府ママさんバレーボール連盟秋季リーグ戦決定戦 向日市

3 実業団連盟　第１８回近畿女子オープン大会 企業体育館

4 京都市秋季新人大会（決勝トーナメント） 横大路

4 全日本高等学校選手権大会 府予選会 綾部市

5 全日本高校選手権大会府予選会 横大路

5 第４１回京都府ママさんバレーボール連盟秋季リーグ戦（決勝トーナメント戦） 伏見港

9・10 Ｖリーグ大会　準備 島津

11・12 Ｖリーグ大会　 島津

12 クラブ連盟　KYOTO MIX OPEN 口丹波・丹波自然

17 全日本高校選手権大会府予選会　決勝戦準備 島津

18 全日本高校選手権大会府予選会　決勝戦 島津

18 第３５回京都府小学生バレーボール選手権大会決勝大会 舞鶴文化

19 第４０回京都府民総合体育大会　マスターズの部 島津

25 第４０回京都府民総合体育大会 亀岡・口丹

26 第４０回京都府民総合体育大会 亀岡市
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22・23 第３６回 近畿私立高等学校バレーボール選手権大会 三段池・他

22 第３８回近畿小学生バレーボール選手権大会　準備 亀岡市

23 第３８回近畿小学生バレーボール選手権大会 亀岡市

1

4 高等学校新人選手権大会 南部予選リーグ戦 各高校

5・6 第３５回シニアバレーボール大会（南部・山城地区） 伏見港

8 第３５回シニアバレーボール大会（南部・山城地区） 伏見港

8・9 Ｖリーグ大会準備 島津

10・11 Ｖリーグ大会 島津

11 クラブ連盟リーグ戦第４週⑥男女１，２ 口丹波

12 クラブ連盟リーグ戦第５週⑥男３，４，５，６/⑥男７，８⑥女３ 口丹波

12 高等学校新人選手権大会 南部予選 各高校

13 京都府ママさんバレーボール連盟審判講習会（チーム対象） 伏見港

18 クラブ連盟リーグ戦第６週⑨男⑨女 口丹波

18 第５０回近畿中学生バレーボール選抜優勝大会京都府予選会 向日市

24 高等学校新人選手権大会 府下大会 亀岡市

25 高等学校新人選手権大会 府下大会 口丹波

24 第３３回京都府小学生バレーボール新人大会 横大路

24・25 第３３回京都府小学生バレーボール新人大会 ハンナ・スポ

4 ⑨京都府実業団バレーボール連盟王座決定オープン戦 企業体育館

18 フェスティバル２０１８ 黄檗公園

18 京都府ママさんバレーボール連盟審判研修会（北部） 舞鶴文化
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