
2021/3/4　現在

№ 競　技　会　名 担当 期  日（予定） 会  場 確定・予定

1  近畿9人制バレーボール総合男子女子選手権大会  協会  ４/３（土）４（日）
 YMITアリーナ・草津市総合体
 守山市民体

 確定

2 滋賀県６人制クラブ選手権大会兼近畿６人制クラブ選手権大会予選兼９人制優勝大会 ク連 ４/１８（日） YMITアリーナ 確定

第30回ねんりんピックびわこ・レイカディア県民大会

第５回滋賀県ソフトバレーボール・レディース大会　

第４回滋賀県ソフトバレーボール・メンズ大会

4 第６回ビーチバレーボール連盟杯 ビ連 ４/２５（日） 琵琶湖マイアミランド 予定

5 全日本９人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会県予選 ク連 ５/９（日） ウカルちゃんアリーナ（本館） 確定

6 全日本６人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会県予選 ク連 ５/１６（日） ウカルちゃんアリーナ（別館） 確定

7 第57回滋賀県中学校春季総合体育大会 中体連 ５/２0（木）・２1（金） ウカルちゃんアリーナ・各中学校体 確定

8 第52回全国ママさんバレーボール大会県予選 マ連 ５/２３(日） 東近江市総合運動公園　布引体 確定

9 滋賀県民総スポーツの祭典ソフトバレーボールの部 ソ連 ５/２９（土） 草津市総合体 確定

10 県高校春季総合体育大会 高連
５/３０（日）

６/３（木）～６/５（土）
守山市民体・近江八幡運動公園体・他 予定

11 第２１回マスターズ大会県予選 協会 ６/６（日） サン・ビレッジ近江八幡体 確定

12 第１５回ビーチバレーボール高校生大会 ビ連 ６/１２（土） 琵琶湖マイアミランド 予定

13 県６人制総合選手権大会兼近畿６総県予選 協会 ６/２０（日） YMITアリーナ 確定

14 第４０回全日本バレーボール小学生大会滋賀県大会 小連 ６/２０（日）・２７日（日） 草津市総合体・YMITアリーナ 予定

15 全国ヤングバレーボール全国大会県予選 ヤ連 ６/２６（土） 湖南市総合体 予定

16 第２９回ビーチバレーボール滋賀県大会 ビ連 ６/２７（日） 琵琶湖マイアミランド 予定

17 ビーチバレーボール国体等最終選考会 ビ連 ７/４（日） 琵琶湖マイアミランド 予定

18 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会滋賀県ラウンド 協会 ７/４（日） ウカルちゃんアリーナ 確定

第74回全日本９人制実業団選手権大会県予選

第58回近畿実業団連盟杯争奪９人制優勝大会県予選

20 第74回近畿6人制バレーボール高等学校男女選手権大会 高連 ７/１６（金）～19（月） ＹＭＩＴアリーナ　他 予定

21 滋賀県中学校夏季総合体育大会ブロック予選 中体連 ７/１7（土）・１8（日） 各中学校体 確定

22 近畿クラブミックス大会滋賀県予選 ク連 ７/１８（日） 竜王町ドラゴンスポーツセンター 確定

23 第３３回全国ママさんバレーボールいそじ大会県予選 マ連 ７/２５（日） 東近江市総合運動公園布引体 確定

24 全日本９人制総合選手権大会県予選 協会 ７/２５（日） YMITアリーナ（メインのみ） 確定

25 第７3回滋賀県中学校夏季総合体育大会兼県民体育大会(中学校の部) 中体連 ７/２６（月）・２7（火） ＹＭＩＴ・守山市体 確定

26 Ｕ１４クラブチャンピオンシップ男女大会近畿予選 ヤ連 ７/３１（土） YMITアリーナ 確定

27 滋賀県小学生夏季大会・滋賀県スポーツ少年団交流大会 小連 ８/１（日） 野洲市総合体 確定

28 第７４回県民体育大会（一般の部） 協会 ８/８（日） YMITアリーナ 確定

29 全日本6人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会 協会 ８/１３（金）～１６(月) YMITアリーナ・ウカルちゃんアリーナ 確定

30 第９回滋賀県４人制ミックスビーチバレーボール大会兼近畿予選 ビ連 ８/２２（日） 琵琶湖マイアミランド 予定

31 第２０回全国社会人西ブロック男女優勝大会県予選 協会 ８/２２（日） 草津総合体 確定

32 第１１回全国ママさんバレーボール冬季大会県予選 マ連 8/28（土） 湖南市総合体 確定

33 （仮称）平和堂ママさんバレーボール大会 マ連 ９/11（土） 守山市民体 確定

34 滋賀県９人制クラブ選手権大会兼近畿クラブ９人制選手権大会予選兼６人制優勝大会 ク連
９/１２（日）（6人制）
９/２６（日）（9人制）

ウカルちゃんアリーナ（別館）
におの浜ふれあいスポーツセンター　他

予定

35 第67回滋賀県中学校秋季総合体育大会 中体連 １０/１5（金） 各中学校体 確定

36 Ｕ９＆Ｕ１０大会　（小学三・四年生以下ソフトバレーボール大会） 小連 １０/１６（土） 守山市民体 予定

37 ２０２１/２２　V．ＬＥＡＧＵＥ　 協会
１０/１５（金）１６（土）

（ナイター開催）
ウカルちゃんアリーナ 確定

38 第12回全国6人制リーグ総合男女優勝大会近畿地域リーグ 実連 １０/１７（日） ＹＭＩＴアリーナ（サブアリーナ） 確定

39 滋賀県ママさんバレーボール大会① マ連 １０/２３（土）
東近江市能登川アリーナ
湖南市総合体

確定

40 第５１回滋賀県バレーボールカーニバル 協会 １０/３１（日） 野洲総合体　ほか 確定

確定

２０２１年度　　県内競技会および事業日程（案）

競　技　会　日　程

3 ソ連
 ４/１８（日）

中止または延期
 水口体

19 実連 ７／１１（日） 旭化成守山体 予定



１０/２８（木）～1０/３０（土） 野洲市総合体・ＹＭＩＴアリーナ　他 予定

１１/１３（土） 野洲市総合体 予定

42 滋賀県ママさんバレーボール大会② マ連 １１/３（水祝）
東近江市総合運動公園　布引体
東近江市能登川アリーナ

確定

43 ２０２１/２２　V．ＬＥＡＧＵＥ　 協会 １１/６（土）７（日） YMITアリーナ 確定

44 滋賀県ソフトバレーボールフェスティバル ソ連 １１／１４（日） 野洲市総合体 確定

１１/１３（土） 各中学校体 確定

１１/１４（日） 湖南市総合体 確定

46 滋賀県小学生秋季大会 小連 １１/１４日（日） 東近江市布引体 予定

47 第１８回全国スポーツ少年団大会滋賀県大会 小連 １１/２３（火祝） 瀬田公園体 予定

48 滋賀県クラブバレーボール連盟杯６人制大会 ク連 １１/２８（日） 湖南市総合体 確定

49 スウィートフィッシュカップ大会 ヤ連 １２/４（土） あづちマリエート 予定

50 谷村杯・県９人制総合選手権大会兼近畿９総県予選 協会 １２/１２（日） 湖南市総合体 確定

51 近畿小学生バレーボール選手権大会 小連 １２/１９（日） 野洲総合体 確定

52 滋賀県クラブバレーボール連盟杯９人制大会 ク連 １/１６（日） 草津市総合体 確定

53 滋賀県ソフトバレーボールカーニバル ソ連 １/２３（日） あづちマリエート 予定

１/15（土） 各中学校体 確定

1/22（土） 各中学校体 確定

２/5（土） ウカルちゃんアリーナ 確定

２/１3（日） 野洲市総合体 確定

55 ２０２１/２２　V．ＬＥＡＧＵＥ　 協会 １/２９（土）・３０（日） ウカルちゃんアリーナ 確定

１/２９（土）・２/１２（土） 野洲市総合体・ＹＭＩＴアリーナ　他 予定

２/１３（日） 野洲市総合体 予定

57 第１５回滋賀県協会長杯小学生新人大会 小連 ２/１２（土）・１３（日） 野洲市総合体 予定

58 第１２回アミンチュてれびBBC杯争奪滋賀県小中高バレーボール大会 協会 ２/１３（日） 野洲市総合体 確定

59 ９人制強化練習会兼審判研修会及び審査会 ク連 ３/６（日） 湖南市総合体 確定

60 滋賀交流大会 ヤ連 ３/２０（日） 予定

№ 事業名 担当 期  日 会  場 確定・予定

1 国体選考会（成年） 指普委 3月２０日（土）～ 草津東高校 確定

2 近畿審判講習会 審判 ４／３(土) Ｚｏｏｍ 確定

3 ソフトバレーボール　審判講習会&ボディーケア講習会 ソ連 ４／４（日） 野洲市総合体育館 予定

4 ターゲットエイジ夜間練習会①（説明会）
指導
強化

４／１０(土) YMITアリーナ 確定

5 審判伝達講習会　 審判 ４／１１(日) 湖南市総合体 確定

6 ターゲットエイジ夜間練習会②
指導
強化

５／８(土) YMITアリーナ 確定

7 ターゲットエイジビーチバレー講習会
指導
強化

６／２６（土） YMITアリーナ 予定

9 ソフトバレーボール　アクティブリーダー更新講習会 ソ連 ７／１１（日） 野洲市総合体 予定

10 ターゲットエイジ夜間練習会③
指導
強化

８／７（土） YMITアリーナ 予定

11 ターゲットエイジ夜間練習会④
指導
強化

９／１１（土） YMITアリーナ 予定

12 ターゲットエイジ夜間練習会⑤
指導
強化

１０／１６（土） YMITアリーナ 予定

13 滋賀県Ｂ級審判審査会６人制（予定） 審判 １０/３１（日） 野洲市総合体 予定

14 滋賀県Ｂ級審判審査会９人制（予定） 審判 １０/３１（日） 野洲市総合体 予定

15 滋賀県指導者研修会 指普委 １１／２１(日) 瀬田公園体 確定

16 ターゲットエイジ夜間練習会⑥
指導
強化

１２／１１（土） YMITアリーナ 予定

17 ターゲットエイジ夜間練習会⑦
指導
強化

１／８（土） 綾羽高校 予定

18 ターゲットエイジ選考会
指導
強化

２／１９（土）・２０（日） 未定 予定

1 県精神障がい者スポーツ大会バレーボール競技
県障
セ体

9月頃 予定

2 第59回県障がい者スポーツ大会/精神障がいバレーボール競技（全国大会選考会）
県障
セ体

１１／６(土) 県障がい者福祉センター 確定

3 西日本聴覚障がい者バレーボール大会
県障
セ体

11/２０(土)
11/２１(日)

近江八幡運動公園体
あづちマリエート

確定

審判派遣要請事業日程

事　業　日　程

54 第５３回近畿中学生バレーボール選抜優勝大会滋賀県大会兼第１７回井上杯 中学連

56 県民体育大会（高校の部） 高連

41 県高校秋季総合体育大会兼全国高等学校男女選手権大会県予選 高連

45 中央合同強化練習会 中体連
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令和３年度　近畿連盟競技日程表（案）
（2021年度） 　　　　　　　　　　　近畿バレーボール連盟　競技委員会

《９人制》 2021/3/16

競　技　会　名 開催期間 開催地 主管協会 備　　　　　考

 近畿総合男女選手権大会  4/3（土）～4/4（日）
 草津市
 守山市  滋賀県

 ＹＭＩＴアリーナ・草津市総合体育館
 守山市民体育館

近畿実業団女子リーグ 開催予定無し

近畿実業団男子リーグ 6／27(日) 橋本市 和歌山県 県立橋本体育館

近畿クラブ男女選手権大会 大阪府

近畿選抜ママ １１/２０（土） 向日市 京都府 向日市民体育館

《６人制》
競　技　会　名 開催期間 開催地 主管協会 備　　　　　考

関西大学春季リーグ ４/１８、１９、２５、２６、５/９、１０、１６、１７、２３、２４,29,30

近畿実業団男女リーグ 5/16（日） 京丹波町 京都府 京都府立丹波自然公園体育館

西日本大学女子選手権大会 6/24（木)～6/27（日） 西宮市 兵庫県 おおきに舞洲体育館、
兵庫県立総合体育館

近畿クラブ男女選手権大会 6/27（日） 京都市 京都府 島津アリーナ京都

近畿高校男子選手権大会
7/16（金）～19（月）

近畿高校女子選手権大会

ＹＭＩＴアリーナ、守山市民体育館、
野洲市総合体育館、 水口体育館、
 あづちマリエート

滋賀県草津市

近畿小学生大会 9/4（土）～9/5（日） 堺市 大阪府 堺市原池公園体育館

近畿総合男女選手権大会 9/4（土）～9/5（日） 京都市 京都府 島津アリーナ京都

関西大学秋季リーグ 9/12,17,18,25,26,10/3、9,10、17、23,24,31

10 全日本選手権ブロックラウンド
10／9（土）※男子 橋本市 和歌山県 県立橋本体育館

10／10（日）※女子 橋本市 和歌山県 県立橋本体育館

関西大学男女選手権大会 １１/1３（土）・１４（日） 会場未定

近畿小学生選手権大会 12/19（日） 野洲市 滋賀県 野洲市総合体育館

近畿中学生選抜優勝大会 3/28（月）～3/29（火） 未定 大阪府 未定

《ビーチ》
近畿ビーチバレーボールジュニア大会

《第７６回国体近畿ブロック大会》

近畿ビーチバレーボール4人制ミックス大会

《ソフト》

丸善インテックアリーナ大阪

丸善インテックアリーナ大阪

成年女子 8/29（日） 大阪市

近畿ソフトバレーフェスティバル 8/22(日) 京都市 京都府 島津アリーナ京都

丸善インテックアリーナ大阪

成年男子 8/29（日） 大阪市 大阪府
1

少年男子 8/28（土） 大阪市 大阪府

近畿Ｕ－１４大会 8/21又は8/22（日） 紀の川市 和歌山県 紀の川市民体育館・他

少年女子 8/28（土） 大阪市 大阪府

近畿中学ＪＯＣカップ壮行女子 12/4（土） 未定 京都府 未定

大阪府 丸善インテックアリーナ大阪

ビーチ 無 し

《その他》

全国バレーボールリーグ男女
優勝大会/近畿ブロック地域リーグ 10/17（日） 草津市 滋賀県 ＹＭＩＴアリーナ

近畿中学ＪＯＣカップ壮行男子 12/4（土） 橿原市 奈良県 ジェイテクトアリーナ奈良



 2021(令和3)年度国内競技会日程

競技会名 都道府県 開催地

第7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

10/2 (土) ～ 10/3 (日) 埼玉 三郷市

ファイナルラウンド 12/18 (土) ～ 12/19 (日) 京都 京都市・向日市

第73回全日本実業団女子選手権大会 9/3 (金) ～ 9/6 (月)

第74回全日本実業団男子選手権大会 9/3 (金) ～ 9/6 (月)

3 第41回全日本クラブカップ女子選手権大会 7/15 (木) ～ 7/18 (日) 広島 広島市

4 第41回全日本クラブカップ男子選手権大会 8/7 (土) ～ 8/9 (月) 大阪 大阪市 8/6 (金) 8/6 (金)

5 第21回　日本スポーツマスターズ2021 9/18 (土) ～ 9/21 (火) 岡山
岡山市・赤磐市・
津山市・真庭市 9/17 (金) 9/18 (土)

6 第20回全国社会人東ブロック　男女優勝大会 10/28 (木) ～ 10/31 (日) 北海道 帯広市 10/28 (木) 10/28 (木) 9/17 (金) 9/26 (日)

7 第20回全国社会人西ブロック　男女優勝大会 10/29 (金) ～ 11/1 (月) 福岡 久留米市 10/29 (金) 10/29 (金)

第91回全日本総合男子選手権大会

第90回全日本総合女子選手権大会

1 第69回黒鷲旗 全日本男女選抜大会 4/30 (金) ～ 5/5 (水) 大阪 大阪市 4/29 (木)

2 第41回 全日本小学生大会　男子 8/10 (火) ～ 8/13 (金) 奈良 奈良市　他 8/10 (火) 8/10 (火) 6/30 (水) 7/18 (日)

3 第41回 全日本小学生大会　女子 8/10 (火) ～ 8/13 (金) 和歌山 橋本市　他 8/10 (火) 8/10 (火) 6/30 (水) 7/18 (日)

4 第41回 全日本小学生大会　混合 8/10 (火) ～ 8/13 (金) 兵庫 姫路市　他 8/10 (火) 8/10 (火) 6/30 (水) 7/18 (日)

5 第48回 全国高等学校定時制･通信制大会 8/11 (水) ～ 8/14 (土) 神奈川 平塚市 8/11 (水) 8/11 (水) 7/3 (土)

6 第41回全日本クラブカップ女子選手権大会 8/7 (土) ～ 8/9 (月) 高知 高知市 8/6 (金) 8/6 (金)

7 第41回全日本クラブカップ男子選手権大会 8/13 (金) ～ 8/16 (月) 滋賀 草津市・大津市 8/13 (金) 8/13 (金)

8 第51回全日本中学校選手権大会 8/18 (水) ～ 8/21 (土) 埼玉 所沢市・さいたま市 8/18 (水) 8/18 (水)

9 全国高校総体　女子 7/27 (火) ～ 7/31 (土) 石川 金沢市 7/27 (火) 7/27 (火) 7/4 (日)

10 全国高校総体　男子 8/2 (月) ～ 8/6 (金) 石川 金沢市 8/2 (月) 8/2 (月) 7/4 (日)

11 第56回 全国高等専門学校体育大会 8/20 (金) ～ 8/22 (日) 山形 酒田市 8/20 (金) 8/20 (金) 8/20 (金)

12 第24回全国ヤングクラブ優勝大会 9/25 (土) ～ 9/26 (日) 大阪 門真市他 9/24 (金) 9/25 (土)

13 第76回国民体育大会 10/1 (金) ～ 10/4 (月) 三重 津市

第74回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ男子大学選手権大会 11/29 (月) ～ 12/5 (日) 東京 東京都内 11/29 (月) 11/29 (月) 11/3 (水)

第68回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ女子大学選手権大会 11/29 (月) ～ 12/5 (日) 東京 東京都内 11/29 (月) 11/29 (月) 11/3 (水)

15 第35回全国都道府県対抗中学大会 12/25 (土) ～ 12/28 (火) 大阪 大阪市・その他 12/25 (土) 12/25 (土)

第12回 全国6人制バレーボールリーグ

総合男女優勝大会　　　　  地域リーグ
4月 ～ 12月 全国各地

東西決勝リーグ 1月 ～ 3月 未定

グランドチャンピオンマッチ 3月 未定

都道府県ラウンド ～ 全国各地

ブロックラウンド ～ 全国各地

ファイナルラウンド　 12/10 (金) ～ 12/12 (日) 12/9 (木)

12/18 (土) ～ 12/19 (日)

1
ビーチバレー・ジャパン・カレッジ2021

第33回　全日本ビーチバレー大学男女選手権大会 7/15 (木) ～ 7/16 (金) 兵庫 明石市

2
ビーチバレーボールNEXT2021

第4回全日本ビーチバレーボールU-23男女選抜優勝大会 7/17 (土) ～ 7/18 (日) 兵庫 明石市

3 第20回全日本ビーチバレーｼﾞｭﾆｱ男子選手権大会 8/9 (月) ～ 8/12 (木) 大阪 阪南市

4
'21マドンナカップｉｎ伊予市
ビーチバレージャパン女子ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 8/12 (木) ～ 8/15 (日) 愛媛 伊予市 8/11 (水)

5 第35回 ビーチバレージャパン 8/12 (木) ～ 8/14 (土) 神奈川 藤沢市 8/11 (水)

6 第32回全日本ビーチバレー女子選手権大会 8/19 (木) ～ 8/22 (日) 大阪 岬町

7 第12回全国中学生ビーチバレー大会 8/16 (月) ～ 8/17 (火) 神奈川 藤沢市 8/15 (日)

8 ジャパンビーチバレーボールツアー2021 4月 ～ 10月 全国各地

9 2021 ビーチバレー・ルナカップin御宿 第4回大会 8/21 (土) ～ 8/22 (日) 千葉 御宿町

10 第13回ビーチバレー川崎市長杯 10/9 (土) ～ 10/10 (日) 神奈川 川崎市

11 第76回　　国民体育大会 9/26 (日) ～ 9/29 (水) 三重 津市

1 第29回 全国ソフトバレーシルバーフェスティバル 11/26 (金) ～ 11/28 (日) 奈良 桜井市

2 第23回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル 10/22 (金) ～ 10/24 (日) 佐賀 佐賀市

3 第10回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル 9/24 (金) ～ 9/26 (日) 千葉 船橋市

4 第6回ソフトバレー・フリーフェスティバル ～

8人制 1 第12回 全国ヴィンテージ８’s交流大会 10/29 (金) ～ 10/31 (日) 静岡 御殿場市 10/29 (金) 10/29 (金)

時点

高崎市

ビ

|

チ

ソフト

※開催期間は、開会式から閉会式までの期間である。(国体、ソフトバレーの一部を除く） 2021.2.8

(水) 11/28 (日)

18

4月 7月

9月 10月

(日) 東京 渋谷区 1/4 (火) 1/5

６

人

制

14

16

17 第74回　全日本高等学校選手権大会 1/5 (水) ～ 1/9

(木) 11/25 (木)8 11/26 (金) ～ 11/28 (日) 大阪 大阪市 11/25

(金) 9/3 (金)

９

　
人

　
制

1

2 島根 松江市 9/3

暫定版

開　催　期　間
代表者
会議

開 会 式 締 切 日 抽 選 日

令和3年度
天皇杯・皇后杯

全日本選手権大会


