
平成29年度ビーチバレーボール事業 一覧　

競技会名 都道府県
開催地

(またはﾌﾞﾛｯ
ｸ)

会場

1 第16回全日本ビーチバレーボールジュニア選手権大会 8/4 (金) ～ 8/7 (月) 大阪 阪南市 箱作海水浴場 ぴちぴちビーチ 8/4 (金) 8/4 (金)

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ボール大学男女選手
権大会

8/8 (火) ～ 8/10 (木) 神奈川 川崎市 川崎マリエン

3
`17マドンナカップin伊予市
ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会 8/10 (木) ～ 8/13 (日) 愛媛 伊予市

五色姫海浜公園
ビーチバレーコート

8/10 (木) 8/10 (木) 7/26 (水) 7/27 (木)

4 第31回ビーチバレージャパン 8/11 (金) ～ 8/13 (日) 神奈川 藤沢市
鵠沼海岸

常設ビーチバレーコート
8/10 (木) -

5 第8回全国中学生ビーチバレー大会 8/13 (日) ～ 8/14 (月) 神奈川 藤沢市
鵠沼海岸

常設ビーチバレーコート
8/13 (日) 8/13 (日) 8/2 (水) 8/5 (土)

6 第29回全日本ビーチバレー女子選手権大会 8/17 (木) ～ 8/20 (日) 大阪 岬町
せんなん里海公園ビーチバレー競技

場（潮騒ビバレー、ほか） 8/17 (木) 8/17 (木) 7/31 (月) 8/2 (水)

7
2017年度（平成29年度）笑顔つなぐえひめ国体
第72回国民体育大会ビーチバレーボール競技会 9/15 (金) ～ 9/17 (日) 愛媛 伊予市

五色姫海浜公園
ビーチバレーコート

9/14 (木) 9/14 (木) 8/24 (木) 8/26 (土)

1 北海道ブロック予選 7/30 (日) ～ 北海道 旭川市
旭川物流団地協議会
ビーチバレーコート

7/30 (日) 7/30 (日) 7/12 (水) 7/15 (土)

2 東北ブロック予選 7/23 (日) ～ 秋田県 男鹿市 宮沢海岸

3 関東ブロック予選 7/23 (日) ～ 茨城県 大洗町 大洗サンビーチ 7/23 (日) 7/23 (日) 6/29 (木)

4 北信越ブロック予選 7/8 (土) ～ 7/9 (日) 福井県 小浜市

5 東海ブロック予選 7/23 (日) ～ 静岡県 掛川市 大東ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｺｰﾄ

6 近畿ブロック予選 7/9 (日) ～ 兵庫県 明石市 大蔵海岸公園

7 中国ブロック予選 7/9 (日) ～ 広島県

8 四国ブロック予選 7/23 (日) ～ 徳島県 鳴門市 鳴門ウチノ海総合後援 7/23 (日) 7/23 (日) 7/7 (金) 7/23 (日)

9 九州ブロック予選 7/8 (土) ～ 7/9 (日) 佐賀県 伊万里市 イマリンビーチ

1 JBVBT2017 第1戦 東京大会 5/3 (水) ～ 5/5 (金) 東京 港区
お台場海浜公園
おだいばビーチ

4/9 (日) 4/10 (月) 4/28 (金)

2 JBVBT2017 第2戦 伊予大会 6/10 (土) ～ 6/11 (日) 愛媛 伊予市
五色姫海浜公園

ビーチバレーコート
5/17 (水) 5/18 (木) 6/5 (月)

3 JBVBT2017 第3戦 南あわじ大会 7/1 (土) ～ 7/2 (日) 兵庫 南あわじ市 慶野松原海水浴場 6/7 (水) 6/8 (木) 6/26 (月)

4 JBVBT2017 第4戦 行橋大会 7/16 (日) ～ 7/17 (月) 福岡 行橋市 長井浜海水浴場 6/22 (木) 6/23 (金) 7/11 (火)

5 JBVBT2017 第5戦 大洗大会 7/29 (土) ～ 7/30 (日) 茨城
東茨城郡
大洗町

大洗サンビーチ 7/5 (水) 7/6 (木) 7/24 (月)

6 JBVBT2017 第6戦 若狭おばま大会 8/5 (土) ～ 8/6 (日) 福井 小浜市
若狭鯉川シーサイドパー

ク
7/12 (水) 7/13 (木) 7/31 (月)

7 JBVBT2017 第7戦 平塚大会 8/26 (土) ～ 8/27 (日) 神奈川 平塚市 湘南ひらつかビーチパーク 8/2 (水) 8/3 (木) 8/21 (月)

8 JBVBT2017 第8戦 東京大会 9/2 (土) ～ 9/3 (日) 東京 大田区 ※建設中（3/25OPEN） 8/9 (水) 8/10 (木) 8/28 (月)

9 JBVBT2017 第9戦 都城大会 9/22 (金) ～ 9/24 (日) 宮崎 都城市 霧島ファクトリーガーデン 8/29 (火) 8/30 (水) 9/17 (日)

10 JBVBT2017 ファイナル大阪グランフロント大会 9/30 (土) ～ 10/1 (日) 大阪 大阪市
グランフロント

うめきた広場/桜ノ宮
9/6 (水) 9/7 (木) 9/25 (月)

1 U-23平塚サテライト大会 4/22 (土) ～ 4/23 (日) 神奈川県 平塚市 湘南ひらつかビーチパーク 3/29 (水) 3/30 (木) 4/17 (月)

2 横浜サテライト大会 5/20 (土) ～ 5/21 (日) 神奈川県 横浜市 横浜海の公園 4/26 (水) 4/27 (木) 5/15 (月)

3 U-23兵庫サテライト大会 5/27 (土) ～ 5/28 (日) 兵庫県 須磨市 須磨海岸 5/3 (水) 5/4 (木) 5/22 (月)

4 高萩サテライト大会 7/16 (日) ～ 7/17 (月) 茨城県 高萩市 高戸（前浜海岸） 6/22 (木) 6/23 (金) 7/11 (火)

5 U-23横浜サテライト大会 7/29 (土) ～ 7/30 (日) 神奈川県 横浜市 横浜海の公園 7/5 (水) 7/6 (木) 7/24 (月)

6 平塚サテライト大会 8/26 (土) ～ 8/27 (日) 神奈川県 平塚市
湘南ひらつかビーチパー

ク
8/2 (水) 8/3 (木) 8/21 (月)

7 越谷サテライト大会 9/9 (土) ～ 9/10 (日) 埼玉県 越谷市 しらこばと水上公園 8/16 (水) 8/17 (木) 9/4 (月)

8 岐阜サテライト大会 10/14 (土) ～ #### (日) 岐阜県 海津市 長良川サービスセンター 9/20 (水) 9/21 (木) 10/9 (月)

9 サテライト大会（予定） 10/21 (土) ～ #### (日) （調整中） （調整中） （調整中） 9/27 (水) 9/28 (木) #### (月)

10 U-23広島サテライト大会（予定） 10/28 (土) ～ #### (日) 広島県 （調整中） （調整中） 10/4 (水) 10/5 (木) #### (月)

11 U-23愛媛サテライト大会 11/3 (金) ～ 11/4 (土) 愛媛県 伊予市
五色姫海浜公園

ビーチバレーコート
#### (火) 10/11 (水) #### (日)

12 U-23川崎サテライト大会 11/18 (土) ～ #### (日) 神奈川県 川崎市 川崎マリエン #### (水) 10/26 (木) #### (月)

13 U-23東京サテライト大会（予定） 2/10 (土) ～ 2/12 (月) 東京都 （調整中） （調整中） 1/17 (水) 1/18 (木) 2/5 (月)

1 Vマッチ・ビーチバレーボール大会 5/20 (土) ～ 5/21 (日) 東京都 大田区 ※建設中（3/25OPEN）

2 全国4人制大会 9/23 (土) ～ 9/24 (日)

3 【AVC】アジアツアー 10/6 (金) ～ 10/9 (月) 大阪府 大阪市
グランフロント

うめきた広場/桜ノ宮

4 ビーチバレー川崎市長杯 10/7 (土)～ 10/8 (日) 神奈川県 川崎市 川崎マリエン

1
２８年度全国ビーチバレーボール
審判講習会・育成モデル講習会

3/25 (土) ～ 3/26 (日) 神奈川県 川崎市 川崎マリエン

2 東日本ブロック審判講習会 5/13 (土) 福井県 （調整中） （調整中）

3 西日本ブロック審判講習会 5/20 (土) 愛媛県 （調整中） （調整中）

4 ビーチバレーボール審判員研修会 8/8 (火) ～ 8/10 (木) 神奈川 川崎市 川崎マリエン

5 ビーチバレーボールＡ級審判員技術強化事業 8/16 (水) ～ 8/18 (金) 大阪 岬町
せんなん里海公園

ビーチバレー競技場他

6
ビーチバレーボール特別Ａ級審判
員
資格取得審査講習会

8/24 (木) ～ 8/27 (日) 神奈川 平塚市
湘南ひらつかビーチパー

ク

7 指導者研修会 10/14 (土) ～ #### (日) 三重 （調整中）

8 指導者研修会 ～ （調整中）
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※日本ビーチバレーボール連盟との共催及び主催事業 2017年2月25日

抽 選 日開　催　期　間
代表者
会議

開 会 式 締 切 日
出場チーム

発表


