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期日 競技会名 開催地 期日 競技会名 開催地 期日 競技会名 会場

2・3 ⑨近畿総合男女選手権大会 和歌山 3 第44回全京都ママさんバレーボール大会山城地区グループ戦 太陽が丘

5 第44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

7~10 20221/22　Vリーグ男子セミファイナル 島津

12 第44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

17 第44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・トーナメント戦 成和地域

17 ⑨京都府実業団バレーボール連盟　春季大会① 丹波自然

17 6人制クラブ選手権大会男女1日目 太陽が丘

23 第44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・トーナメント戦 伏見港

24 ⑨京都府実業団バレーボール連盟　春季大会② 丹波自然

24 6人制クラブ選手権大会男女2日目 口丹波

29 第44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 伏見港

29 京都府小学生バレーボール連盟代表者会 京都アスニー

30 ⑥第70回黒鷲旗全日本男女選抜大会 大阪

1~5 ⑥第70回黒鷲旗全日本男女選抜大会 大阪 4 京都市中学校春季総合体育大会バレーボール競技 京都市

8 ⑨板原杯兼だ75回全国実業団人制男子選手権大会京都府予選会 丹波自然

12 第53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

15 第53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・トーナメント戦 綾部総合

17 第53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 向日市民

21 第53回全国ママさんバレーボール大会府予選会　トーナメント戦 伏見港

21・22 京都府高等学校総合体育大会バレーボール競技 太陽が丘

22 ⑨クラブカップ選手権大会府予選会（9人制男女） 丹波自然

29 ⑥近畿実業団バレーボール連盟6人制リーグ優勝大会兼天皇杯近畿実連予選会 京都 24 第5回京都府ママさんバレーボール連盟ことぶき大会 伏見港

29 ⑥近畿実業団バレーボール連盟6人制リーグ優勝大会兼天皇杯近畿実連予選会 丹波自然

29 第53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 口丹波

29 全国高等学校総体南部予選リーグ戦　基準日 各高校

4 第42回全日本バレーボール小学生大会京都府大会 京都市・スポ館

5 第77回国民体育大会京都府選考会バレーボール競技6人制種目（成年） 口丹波

5 全国高等学校総体南部予選会（府予選会出場決定戦）　 各高校

第5回京都府ママさんバレーボール連盟ことぶき大会決勝トーナメント戦

京都府ママさんバレーボール連盟審判研修会

11 第42回全日本バレーボール小学生大会京都府大会 京都市・スポ館

11・12 全国高等学校総合体育大会バレーボール競技京都府予選会　 三段池

12 ⑥クラブカップ選手権大会府予選会（6人制男女） 京都市・スポ館

12 日本スポーツマスターズ京都府予選会 横大路

14 第34回全国ママさんバレーボールいそじ大会府予選会グループ戦 向日市民

18・19 第77回国民体育大会京都府選考会ビーチバレーボール種目 大天橋

23~26 西日本大学女子選手権大会 兵庫・大阪 19 令和4年度全国ソフトバレーボールフェスティバル・ねんりん京都府予選会 大山崎

26 近畿クラブ6人制男女選手権大会 滋賀 19 ⑥クラブカップ選手権大会府予選会（6人制男女決勝） 丹波自然

19 2022京都府ヤングクラブバレーボール連盟　男女交流大会 太陽が丘

第34回全国ママさんバレーボールいそじ大会府予選会決勝トーナメント戦

京都府ママさんバレーボール連盟　ことぶき親睦大会

25・26 ビーチバレー京都天橋立フェスティバル 大天橋

10 天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会京都府ラウンド 京都市・スポ館

3 ⑨近畿実業団連盟9人制リーグ選抜男子優勝大会 和歌山 10 クラブ連盟ラウンド戦第1週レギュラー 口丹波

18 クラブ連盟ラウンド戦第2週レギュラー 口丹波

16～18 ⑨第74回全日本実業団女子選手権大会 福岡 18 全国社会人9人制バレーボール西ブロック男女優勝大会京都府予選会 横大路

16～18 ⑨第75回全日本実業団男子選手権大会 福岡 23・24 京都市中学校選手権総合体育大会バレーボールの部 京都市・スポ館

27~30 2022　全京都小学生バレーボール大会 京都市・スポ館

28~30 第75回京都府中学校総合体育大会バレーボール競技 中丹地区

31 ソフトバレーボールサマーフェスティバル 大山崎

15~18 ⑨第41回全日本クラブカップ女子選手権大会 広島 31 クラブ連盟ラウンド戦第3週レギュラー 口丹波

15~16 第３3回全日本ビーチバレー大学男女選手権大会 兵庫 21~23 第75回近畿6人制高等学校女子選手権大会 奈良

17~18 第３回全日本ビーチバレーボールU-23男女選抜優勝大会 22~24 第75回近畿6人制高等学校男子選手権大会 奈良

24 近畿ビーチバレーボールジュニア大会 大阪

22~24 第5回全日本ビーチバレーボールU-23男女選抜優勝大会 兵庫

28~31 ⑥第41回クラブカップ女子選手権大会 山形

29~8/1 全国高校総体（女子） 徳島

2~6 第49回全国高等学校定時制・通信制大会 神奈川 近畿ビーチバレーボールジュニア選手権大会 大阪 1.2.4 京都府私立高等学校バレーボール選手権大会 島津

4~7 全国高校総体（男子） 香川 1.2 全国ヤングクラブバレーボールU14大会京都府予選会 太陽が丘

4~7 ⑥第41回全日本クラブカップ男子選手権大会 岡山 11 オールエイジフェスティバル6人制選手権大会 亀岡

8~11 第21回全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会 大阪

9~12 第42回全日本小学生大会　男子

9~12 第42回全日本小学生大会　女子・混合

9~11 第34回全日本ビーチバレー大学男女選手権大会 神奈川

11~14 ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会 愛媛

11~14 ⑨第41回クラブカップ男子選手権大会 静岡

12~14 ⑨第41回クラブカップ女子選手権大会 大阪

12~14 第36回ビーチバレージャパン 神奈川

17~18 第13回全国中学生ビーチバレー大会 神奈川

18~21 第33回全日本ビーチバレー女子選手権大会 大阪 20 近畿U－１４大会 大阪 19 第77回国体近畿ブロックバレーボール競技（準備） 向日市民

19~22 第52回全日本中学校選手権大会 秋田 20 第77回国体近畿ブロックバレーボール競技（少年） 京都 20 第77回国体近畿ブロックバレーボール競技（少年） 向日市民

19~21 第57回全国高等専門学校体育大会 愛媛 21 第77回国体近畿ブロックバレーボール競技（成年） 京都 21 第77回国体近畿ブロックバレーボール競技（成年） 向日市民

20~21 2022ビーチバレー・ルナカップin御宿第5回大会 千葉 21 近畿ソフトバレーボール・ブロックフェスティバル 滋賀 21 第46回京都府ママさんバレーボール連盟親善大会（北部開催） 三段池

２０２２年度　　競　　技　　日　　程   　　　京都府バレーボール協会

⑥・・・６人制の大会　　⑨・・・９人制の大会

4

5

月
日本協会 近畿連盟 京都府バレーボール協会

8

7

8 伏見港

21 伏見港

6

東京神奈川

埼玉・千葉
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3・4 近畿6人制総合男女選手権大会 兵庫 6 第12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 向日市民

10~13 第7７回国民体育大会ビーチバレーボール種目 栃木 3・4 近畿小学生大会 大阪 9 第12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 向日市民

11 全日本9人制バレーボール総合男女選手権大会京都府予選会 城陽

11 第12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グループ戦 三段池

17 第12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トーナメント戦 伏見港

18 京都府ビーチバレーボール連盟杯ビーバレーボール大会 大天橋

23~25 第11回全国ソフトバレーボール・スポレクフェスティバル 長野 19 京都MIX　GAMES 口丹波

23~26 第22回日本スポーツマスターズ2022 岩手 25 第12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 伏見港

24~25 第25回全国ヤングクラブ優勝大会 大阪 25 9人制クラブ選手権大会 口丹波

27 京都府ママさんバレーボール連盟審判講習会 伏見港

7~10 第77回国民体育大会バレーボール競技 栃木 2 近畿ビーチバレーボール4人制ミックス大会 大阪 2 ⑨京都府実業団バレーボール連盟　秋季大会① 丹波自然

第8回全日本９人制バレーボールトップリーグ男子オープニングラウンド 8 全日本選手権ブロックラウンド（女子） 奈良 2 ソフトバレーボールオータムフェスティバル 大山崎

9 全日本選手権ブロックラウンド（男子） 奈良 4 第46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 向日市民

8~9 第14回ビーチバレー川崎市長杯 神奈川 6 第46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 島津

13~16 第20回全国社会人東ブロック男女優勝大会 石川 9 ⑨京都府実業団バレーボール連盟　秋季大会② 丹波自然

9 クラブ6人制フェスティバル 太陽が丘

14~16 第24回全国ソフトバレーボール・レディースフェスティバル 福島 15・16 第40回京都府小学生バレーボール選手権大会 島津

16 第46回京都府ママさんバレーボール連盟秋季リーグ戦北部リーグ戦 綾部総合

17 第46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 島津

18 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 太陽が丘

全国バレーボールリーグ男女優勝大会 第46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

近畿ブロック地域リーグ 第5回京都府ママさんバレーボール連盟おふく親睦大会

22・23 第45回京都府民総合体育大会市町村対抗バレーボール競技 三段池

25 第46回京都府ママさんバレーボール連盟秋季リーグ戦クラス決定戦 伏見港

28 第21回全国社会人9人制バレーボール西ブロック男女優勝大会 向日市民　大山崎

28~31 第21回全国社会人西ブロック男女優勝大会 京都 29 第21回全国社会人9人制バレーボール西ブロック男女優勝大会 向日市民　大山崎

30 第21回全国社会人9人制バレーボール西ブロック男女優勝大会 向日市民　亀岡

第13回全国ヴィンテージ8’ｓ交流大会 31 第21回全国社会人9人制バレーボール西ブロック男女優勝大会 向日市民

30 全日本高等学校バレーボール選手権大会京都南部予選リーグ戦 各高校

30 第45回京都府民総合体育大会種目別交流大会ソフトバレーボール 太陽が丘

3 第46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

5 京都市中学校バレーボール秋季新人大会 横大路

6 全日本高等学校バレーボール選手権大会京都南部予選会 各高校

中旬 関西大学男女選手権大会 奈良 12・13 全日本高等学校バレーボール選手権大会京都府予選会 京都市・スポ館

12~13 第7回ソフトバレー・フリーフェスティバル 宮城 13 第40回京都府小学生バレーボール選手権大会決勝大会 未定

13 第34回京都府ママさんバレーボール連盟シニア大会（北部地区） 福知山市民

18~20 2022/23Vリーグ女子京都大会 京都市・スポ館

19 全日本高等学校バレーボール選手権大会京都府予選会決勝 島津

19 2022京都府ヤングクラブバレーボール連盟　秋季大会 西宇治

19 近畿選抜ママさんバレーボール優勝大会 奈良 24・25 全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会グループ戦 太陽が丘

26 2022京都府ヤングクラブバレーボール連盟　秋季大会 久御山中学校

27 2022京都府ヤングクラブバレーボール連盟　チャンピオン大会 久御山中学校

⑨近畿クラブ男女選手権大会 大阪

27 近畿クラブミックスゲームズ 兵庫

18~20 第30回全国ソフトバレーボールシルバーフェスティバル 高知

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

9~18 天皇杯皇后杯全日本選手権大会ファイナルラウンド 東京 3 近畿ＪＯＣカップ壮行　男子 和歌山 13 近畿ママさんバレーボール連盟　役員研修会 伏見港

17 全日本9人制バレーボールトップリーグ（男子）ファイナルラウンド 3 近畿ＪＯＣカップ壮行　女子 滋賀 17 近畿小学生バレーボール選手権大会 大山崎

18 全日本9人制バレーボールトップリーグ（男子）ファイナルラウンド

17 近畿小学生選手権大会 京都 21 近畿私立高等学校バレーボール選手権大会 亀岡

25~28 第36回全国都道府県対抗中学大会 大阪

22 京都府高等学校バレーボール新人選手権南部予選リーグ戦 各高校

4~8 第75回全日本高等学校選手権大会 東京 29 京都府高等学校バレーボール新人選手権南部予選リーグ戦 各高校

29 第45回京都府民総合体育大会市町村交流マスターズ大会バレーボール競技 舞鶴文化

4 京都府高等学校バレーボール新人選手権 城陽　口丹波

5 京都府高等学校バレーボール新人選手権 口丹波

7 第40回京都府ママさんバレーボール連盟シニア大会　南部地区 伏見港

8 第40回京都府ママさんバレーボール連盟シニア大会　南部地区 伏見港

11 近畿中学校バレーボール選抜優勝大会府予選会 亀岡

19 クラブ連盟ラウンド戦第４週ファイナル 丹波自然

23 クラブ連盟ラウンド戦第5週ファイナル 口丹波

25・26 第38回京都府小学生バレーボール新人大会 大山崎

26 ⑨京都府実業団バレーボール連盟王座決定戦オープン大会 丹波自然

26 クラブ連盟ラウンド戦第6週ファイナル 口丹波

7 京都府ママさんバレーボール連盟審判講習会　南部地区 伏見港

12 ソフトバレーボールフェスティバル 大山崎

下旬 近畿中学生選抜優勝大会 大阪 26 京都府ママさんバレーボール連盟審判講習会　北部地区 綾部総合

亀岡…亀岡運動公園体育館　丹波自然…丹波自然公園体育館　口丹波…口丹波勤労者福祉会館　舞鶴文化…舞鶴文化公園体育館　綾部総合…綾部市総合運動公園体育館　綾部市民…綾部市市民センター

三段池…福知山三段池公園総合体育館　城陽…鴻ノ巣運動公園体育館　大山崎…大山崎町体育館　宝が池…宝ヶ池公園体育館　大天橋…天橋立大天橋ビーチ　久御山…久御山町総合体育館

あやべ・日東精工…あやべ・日東精工アリーナ（綾部市民センター）

25~27
大阪

京都

熊本

22・23 近畿私立高等学校バレーボール選手権大会
亀岡　向日市民　西山

大山崎

3

9

12

島津…島津アリーナ京都（京都府立体育館）　京都市…京都市体育館　スポ館…京都市市民スポーツ会館　太陽が丘…京都府立山城総合運動公園体育館

向日市民…向日市民体育館　西山…西山公園体育館　西宇治…西宇治公園西宇治体育館　黄檗…黄檗公園体育館　横大路…横大路体育館　伏見港…伏見港公園体育館　八幡市民…八幡市民体育館　

2

滋賀

1

16 20 向日市民

11

10

第75回スーパーカレッジ男子大学選手権大会

第69回スーパーカレッジ女子大学選手権大会

１１／２８～１２／４ 東京

関西大学秋季リーグ

9/10（土）～10月末まで毎週

土・日


