
NO．１

期 日 期 日 期 日 名 称 県

1 第43回　県ママさんＶ年齢別（一般・いそじ・ことぶき）優勝大会　 4/5

2 26年度　第1回理事会・評議員会　審判研修会　各部会 4/6

3 県大学春季リーグ 4/20

4 26年度　県中学生Ｖ選手権大会 4/26 4/27

5 26年度　天皇杯･皇后杯全日本Ｖ選手権大会県予選 4/26 4/27 8/31 四国ブロック 徳島

6 県小学生連盟審判講習会 4/27

7 第43回　県ママさんＶ年齢別（シニア）　兼第44回四国ママさんＶ県予選　 4/29 7/5・6 四国ママさん 徳島

8 県ママさんV連盟審判研修会 4/29

9 第32回　香川県SV大会兼全国大会予選 4/29 5/5

10 26年度　全日本⑥・⑨人制実業団男女選手権県予選 5/11

11 第26回全国家庭婦人Ｖいそじ　兼第44回四国ママさんＶ県予選 5/24 香川体 7/5・6 四国ママさん 徳島 11/14～16 茨城

12 第45回全国　兼第44回四国ママさんＶ県予選 5/24 香川体 7/5・6 四国ママさん 徳島 7/25～28 石川

13 第54回　高校総合体育大会 5/31 6/1・2 8/2～6 東京都渋谷区他 8/7～11 東京都渋谷区他

14 第34回  全日本ＣＣ⑥・⑨人制　兼四国ＣＣ⑥・⑨人制県予選 6/8 ⑨8/8～11
⑥8/14～17

鹿児島県鹿児島市
静岡県袋井市他

⑨8/7～10
⑥7/31～8/3

大阪府大阪市
群馬県太田市

15 第14回　マスターズ県予選 6/8 9/20～23 埼玉県さいたま市 9/20～23 埼玉県さいたま市

16 第34回　全日小学生Ｖ大会県予選 6/21 6/29

17 ヤングバレー香川県大会 6/ 中学校体育館

18 第41回　高校定通Ｖ大会

19 第25回　県民スポーツレクレーション祭ママさんＶ大会 6/29

20 第13回　全国社会人西ブロック９人制Ｖ男女優勝大会県予選 6/29 11/14～17 広島県広島市 11/14～17 広島県広島市

21 第69回　国民体育大会V競技県予選 6/29 10/18～21 長崎県諫早市他 10/18～21 長崎県諫早市他

22 第5回ビンテージ8’バレーボール交流大会　県予選　 6/29

23 第69回　国民体育大会ビーチV競技県予選 6/29

24 第13回 　全日本ビーチＶジュニア男子選手権大会県予選 6/29

25 第18回　ビーチＶジャパン女子ジュニア選手権大会県予選 6/29

26 第28回　ビーチＶジャパン・第25回全日本ビーチＶ女子選手権大会県予選 7/6

27 第41回　県少年少女Ｖ普及強化大会 7/6

28 第23回　ＲＳＫ杯ビーチ津田フェスティバル

29 第54回　県中学総合体育大会 7/25 7/26・27

30 第5回　ファミリー・小学生ＳＶ大会 7/27 西部体

31 第42回　小学生Ｖ香川大会 8/24

32 第36回　香川県小学生Ｖ選抜大会 9/7

33 第25回　県民スポーツレクレーション祭ＳＶ大会 9/7 9/21

34 第18回　後藤杯高校Ｖ大会 9/14 9/15

35 第4回全国ママさん冬季Ｖ大会県予選 9/15 12/11～14 群馬県

36 第84回　全日本⑨人制Ｖ総合男女選手権大会県予選 9/23 1/16～19 京都府京都市 1/23～26 大阪府大阪市

37 第24回　県福祉祭SV大会 10/12 牟礼体

38 26年度　県大学秋季リーグ 10/13

39 第34回　ＯＨＫ杯ママさんＶ大会 10/19 11/3

40 第12回　全国スポーツ少年団Ｖ県交流大会 11/2 11/16

坂市体 坂市体

飯山体、丸サン、とらまる体（予定）　　　　　　 観市体

丸サン

飯山体、丸サン 善市体

高松大

とらまる体 とらまる体

丸市体

高校体育館利用 飯山体

丸市体 丸市体

丸サン、飯山体、牟礼体、とらまる体（予定）

高市体

普及　観市体M,S　強化　大野原体,大野原スポーツ

丸サン

三豊市体。高瀬中,高瀬B&G　　　　 観市体

丸サン

飯山体

丸サン

高市体 高市体

飯山体

飯山体

飯山体

飯山体

善市体 善市体

西部体

西部体

高松大学

香川高専高松　香川大医学

西部体，丸市体，飯山体 丸市体

全国の関連行事

会 場 会 場 男 子 女 子

高市体

平成２６年度　香川県バレーボール協会関係　行事予定表

体育館名：　県立体育館＝県体　　　とらまるてぶくろ体育館＝とらまる体　　　高松市総合体育館＝高市体　　　高松市西部体育館＝西部体　　　香川総合体育館＝香川体　　　坂出市立体育館＝坂市体　　　観音寺市民体育館＝観市体
平成26年4月1日現在

体育館名：　丸亀市民体育館＝丸市体　　　サンビレッジ土器川＝丸サン　　　飯山総合体育館＝飯山体　　　善通寺市民体育館＝善市体　　　三豊市総合体育館＝三豊体　　　牟礼総合体育館＝牟礼体　　　その他の体育館＝略称で記入

No. 行　　事　　名
第１日 第２日 四国の関連行事



NO．２

期日 期日 期日 名称 県

41 第23回　さわやか杯ＳＶ大会 11/9

42 26年度　香川県中学生Ｖ強化大会 11/15 11/16

43 第67回　全日本高等学校選手権大会　香川大会 11/16 高校体育館利用 11/24 1/5～7・10・11 東京都渋谷区 1/5～7・10・11 東京都渋谷区

44 第35回　県実業団⑨人制V選手権大会 11/16 未定

45 第26回　小学生ＳＶ県大会 11/24

46 第37回　県リーグ 11/30

47 第37回　県リーグ 12/7

48 26年度　第2回理事会・評議員会　各部会

49 近隣交流ＳＶ大会 12/7

50 第37回　県リーグ 12/23 飯山体

51 第37回　県リーグ 1/18

52 26年度　県中学校新人Ｖ大会 1/24 1/25

53 第37回　県リーグ 1/25

54 平成26年度　高校Ｖ新人大会 2/1 2/8

55 第35回　県小学生Ｖ優勝大会 2/8

56 第37回　県リーグ 2/15 丸サン

57 レディース・メンズＳＶ大会 2/22

58 第18回ＯＨＫ杯香川県小学生Ｖ新人大会 2/21

59 26年度　中学生Ｖ優勝大会兼Uー１４大会 3/7 3/8

60 41回　県実連会長杯Ｖ優勝大会 3/15

61 第30回　クラブ連盟会長杯⑥⑨Ｖ優勝大会 3/21

26年度　四国ブロックＶ審判講習会（６人制） 高知 香川 　5/10・１１ 　高松市

26年度　四国ブロックＶ審判講習会（９人制） 愛媛 　7/13 　西条市 香川 　7/5・6 　善通寺市

第69回 国民体育大会V競技　第31回 四国ブロック大会（ビーチバレー競技） 高知 高知 10/25・26 　香美市

第69回 国民体育大会V競技　第31回 四国ブロック大会 高知 　8/16・17 　いの町 愛媛 　7/19 　西条市

天皇杯・皇后杯全日本6人制バレーボール選手権大会 徳島   8/31 　徳島市 徳島 　3/21・22 　阿南市

香川 　6/13～15 　高松市

クラブ 第27回　四国クラブ⑥⑨Ｖ男女選手権大会 愛媛 　7/13 　西条市 高知 　8/17～19 　いの町

26年度　ママさん四国ブロックＶ審判研修会 香川 　5/11　 　高松市 高知 　3/14・15 　高知市

第44回　四国ママさんＶ大会 徳島 　7/5・6 　北島町 高知

第39回　四国ママさんＶオールドチャンピオン大会 高知 　9/14 　須崎市 徳島 　3/21・22

第18回　四国家庭婦人Ｖことぶき大会 愛媛 10/26 　四国中央市 香川 　11/29 　丸亀市

徳島

ソフトバレーリーダー養成講習会 香川 小学 徳島 　7/26・27

第18回　　四国ＳＶフェスティバル 愛媛 　1/18 　松山市 ビーチ

徳島 　8/23・24 愛媛

高知 　8/20～25

愛媛 　7/25～28

高知 徳島

全国ソフトバレーボールシルバーソフトﾊﾞﾚｰフェスチバル 愛媛 8/7～10

香川体

飯山体

香川体、仏生山体

牟礼体，善市体，飯山体

丸サン

26年度　四国高校Ｖ長身者強化合宿

第21回　四国高校新人Ｖ大会

26年度　四国中学校総合体育大会

26年度　四国中学校選抜優勝大会

26年度　四国中学生長身者合宿

善市体

未定

四国での全国スケジュール

全国高専総合体育大会 2014/2015　Ｖ・プレミア女子リーグ

ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会

全国中学校総合体育大会 2014/2015　Ｖ・プレミア女子リーグ

全日本9人制実業団男子選手権大会 2014/2015　Ｖ・チャレンジリーグ男子大会

2014/2015　Ｖ・プレミア男子リーグ 2014/2015　Ｖ・チャレンジリーグ女子大会

ソフト
第29回　四国小学生Ｖ大会

第50回　四国大学Ｖ秋季リーグ

第51回　四国高専総合体育大会　高
専

高
校

中
学

ビーチインカレ2014四国予選会

26年度　Ｕ-14大会　四国大会

マ
マ
さ
ん

26年度　四国高専Ｖ春季リーグ

第66回　四国高校Ｖ選手権大会

四国及び近県関連のスケジュール

全
体

第43回　四国大学Ｖ春季リーグ

第63回　四国大学総合体育大会
大
学

高校体育館利用 飯山体

観市体。大野原体

香川体

丸サン

丸市体 丸市体

丸サン

西部体，丸市体，飯山体 飯山体

坂市体、善市体

善市体

丸サン

三豊体・香川体

四国の関連行事 全国の関連行事

会場 会場 男子 女子
No. 行　　事　　名

第１日 第２日


