
平成２９年度国内競技会日程　一覧　

競技会名 都道府県 開催地

第69回全日本実業団女子選手権大会

第70回全日本実業団男子選手権大会

2 第37回全日本クラブカップ女子選手権大会 7/27 (木) ～ 7/30 (日) 長野 長野市 7/27 (木) 7/27 (木) 7/5 (水) 7/8 (土)

3 第37回全日本クラブカップ男子選手権大会 8/4 (金) ～ 8/6 (日) 大阪 大阪市 8/3 (木) 8/4 (金) 7/5 (水) 7/9 (日)

4 第17回　日本スポーツマスターズ2017 9/16 (土) ～ 9/19 (火) 兵庫 神戸市ほか 9/15 (金) 9/16 (土) 7/14 (金) 7/30 (日)

5 第16回全国社会人西ブロック　男女優勝大会 10/28 (土) ～ 10/30 (月) 岡山 岡山市 10/27 (金) 10/28 (土) 9/13 (水) 9/17 (日)

6 第16回全国社会人東ブロック　男女優勝大会 11/9 (木) ～ 11/12 (日) 岐阜 大垣市 11/9 (木) 11/10 (金) 10/4 (水) 10/7 (土)

7 第87回全日本総合男子選手権大会 11/24 (金) ～ 11/27 (月) 大阪 大阪市 11/24 (金) 11/24 (金) 調整中 調整中

8 第86回全日本総合女子選手権大会 10/27 (金) ～ 10/30 (月) 京都 京都市ほか 10/27 (金) 10/27 (金) 調整中 調整中

1 第66回黒鷲旗 全日本男女選抜大会 5/2 (火) ～ 5/7 (日) 大阪 大阪市 5/1 (月) 5/2 (火) 4/8 (土)

　2017 Vサマーリーグ　　　一次リーグ　東部女子 ～

一次リーグ　西部女子 ～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　決勝リーグ ～

3 全国高校総体　男子 7/28 (金) ～ 8/1 (火) 山形 山形市・寒江市・天童市 7/28 (金) 7/28 (金) 6/28 (水) 7/2 (日)

4 全国高校総体　女子 7/28 (金) ～ 8/1 (火) 宮城 利府町・多賀城市 7/28 (金) 7/28 (金) 6/28 (水) 7/2 (日)

5 第44回 全国高等学校定時制･通信制大会 8/2 (水) ～ 8/6 (日) 神奈川 平塚市 8/2 (水) 8/2 (水) 6/28 (水) 7/1 (土)

6 第37回 全日本小学生大会 8/7 (月) ～ 8/10 (木) 関東
渋谷区・町田市・所沢市・

浦安市・川崎市 8/7 (月) 8/7 (月) 6/30 (金) 7/16 (日)

7 第37回全日本クラブカップ男子選手権大会 8/10 (木) ～ 8/13 (日) 和歌山 和歌山市 8/10 (木) 8/11 (金)

8 第37回全日本クラブカップ女子選手権大会 8/11 (金) ～ 8/13 (日) 福岡 福岡市 8/10 (木) 8/11 (金)

9 第52回全国高等専門学校体育大会 8/18 (金) ～ 8/19 (土) 東京 大田区 8/17 (木) 8/17 (木)

10 第47回全日本中学校選手権大会 8/22 (火) ～ 8/25 (木) 宮崎 宮崎市・都城市 8/22 (火) 8/22 (火) 未定 未定

11 第20回全国ヤングクラブ優勝大会 9/23 (土) ～ 9/24 (日) 大阪 門真市・大阪市 9/22 (金) 9/23 (土)

12 第72回国民体育大会 10/6 (金) ～ 10/9 (月) 愛媛
八幡浜市・伊方町
伊予市・鬼北町 10/5 (木) 10/6 (金) 9/6 (水) 9/9 (土)

第70回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　男子大学選手権大会 11/27 (月) ～ 12/3 (日) 関東
　　大田区・墨田区・港区

日野市・八王子市 11/27 (月) 11/27 (月)

第64回ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ　女子大学選手権大会 11/27 (月) ～ 12/3 (日) 関東
　　大田区・墨田区・港区

日野市・八王子市 11/27 (月) 11/27 (月)

14 第31回全国都道府県対抗中学大会 12/25 (月) ～ 12/28 (木) 大阪 大阪市

15 2017/18　Ｖ・プレミアリーグ ～ 全国各地

16 2017/18　Ｖ・チャレンジリーグ ～ 全国各地

第8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 ２月 ～ ３月 未定

グランドチャンピオンマッチ ３月 未定

19 2017/18 Vチャレンジマッチ 4月上旬

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 ～ 東京

～ 東京

1
'１7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

8/10 (木) ～ 8/13 (日) 愛媛 伊予市 8/10 (木) 8/10 (木)

2
ビーチバレー・ジャパン・カレッジ2017
第29回全日本ビーチバレー大学男女選手権
大会

8/11 (金) ～ 8/13 (日) 神奈川 川崎市

3 第16回全日本ビーチバレーｼﾞｭﾆｱ男子選手権大会 ～

4 第31回ビーチバレージャパン ～

5 第8回全国中学生ビーチバレー大会 ～

6 第28回全日本ビーチバレー女子選手権大会 ～

7 2017ＪＶＡビーチバレーボールシリーズＡ 6月 ～ 10月 全国各地

8 第72回国民体育大会 9/15 (金) ～ 9/17 (日) 愛媛 伊予市 9/14 (木) 9/14 (木) 8/24 (木) 8/26 (土)

1 第25回全国ソフトバレーシルバーフェスティバル 10/7 (土) ～ 10/9 (月) 埼玉 さいたま市 10/7 (土) 10/8 (日)

2 第19回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル 11/17 (金) ～ 11/19 (日) 茨城 日立市 11/17 (金) 11/18 (土)

3 第6回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル 11/10 (金) ～ 11/12 (日) 山形 米沢市 11/10 (金) 11/11 (土)

4 第2回ソフトバレー・フリーフェスティバル 3/2 (金) ～ 3/4 (日) 東京 町田市 3/2 (金) 3/3 (土)

８人制 1 第8回全国ヴィンテージ８’s交流大会 10/20 (金) ～ 10/22 (日) 静岡 御殿場市 10/20 (金) 10/20 (金)
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※開催期間は、開会式から閉会式までの期間である。(国体を除く） 2016.12.23
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18 第70回　全日本高等学校選手権大会

9月 10月

(月) 東京 渋谷区
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(水) 1/4 (木)
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制
1/31/4 (木) ～ 1/8

7/21 (金) 6/21 (水) 6/24 (土)7/24 (月) 埼玉
さいたま市・

蓮田市・川越市
7/21 (金)

開　催　期　間 代表者会議 開 会 式 締 切 日 抽 選 日
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1 7/21 (金) ～
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天皇杯・皇后杯	

全日本選手権大会	


