
Ⅰ　大会日程

＜石川県大会＞

NO. 大会名 種別 期日/会場/締切日/抽選日

第２６回全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル予選会 シルバーの部

第２０回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル予選会 レディースの部

第３回全国ソフトバレー・フリーフェスティバル予選会 フリーの部

平成30年度石川県ソフトバレーボールフェスティバル ファミリーの部

キッズの部

ソフトバレー教室

第３１回全国健康福祉祭ねんりんピックソフトバレーボール交流

大会予選会（ゆーりんピック）
ねんりんピックの部

第７回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル予選会 スポレクの部

フリーの部

T160の部

T190の部（35歳以上）

T220の部（45歳以上）

60歳以上の部

70歳以上の部

ファミリーの部

レクリエーションの部

フリーの部

T160の部

T190の部

T220の部

60歳以上の部

70歳以上の部

レクリエーションの部

シルバーの部

スポレクの部

レディースの部

フリーの部

ファミリーの部

キッズの部

プラチナの部

ゴールドの部

平成30年度　　石川県ソフトバレーボール連盟事業

1

期日　平成３０年５月６日（日）

会場　金沢市浅野川市民体育館

締切　全国大会予選会

　　　　平成３０年４月２０日（金）

　　　　フェスティバル

　　　　平成３０年４月２９日（日）

抽選　平成３０年４月２４日（火）

　　　　平成３０年５月１日（火）

2

期日　平成３０年5月２０日（日）

会場　津幡町総合体育館

締切　ゆーりんピック予選会

　　　　平成３０年４月１３日（金）

　　　　スポレク予選会

　　　　平成３０年４月２０日（金）

抽選　平成３０年４月２４日（火）

4
第２７回いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会

ソフトバレーボール大会

期日　平成３０年７月８日（日）

会場　いしかわ総合スポーツセンター

　　　　金沢市森本市民体育館

　　　　金沢市浅野川市民体育館

　　　　金沢市城西市民体育館

　

締切　平成３０年６月１５日（金）

抽選　平成３０年６月２５日（月）

第２３回石川テレビ杯石川県ソフトバレーボールフェスティバル

期日　平成３０年６月３日（日）

会場　金沢市森本市民体育館

　　　　金沢市浅野川市民体育館

　　　　金沢市城西市民体育館

　　　　白山郷公園体育館

締切　平成３０年５月１１日（金）

抽選　平成３０年５月２２日（火）3

5 平成３０年度ソフトバレー・北信越ブロックフェスティバル予選会

期日　平成３０年９月９日（日）

会場　金沢市中央市民体育館

締切　平成３０年８月１７日（金）

抽選　平成３０年８月２８日（火）

(＊ソフトバレー教室は連盟登録を必要としない。対象は初

心者を含むチーム・個人とする。）

（＊レクリエーションの部の対象は初心者を含むチームとする）



NO. 大会名 種別 期日/会場/締切日/抽選日

フリーの部

T160の部

T190の部（35歳以上）

T220の部（45歳以上）

60歳以上の部

70歳以上の部

レクリエーションの部

フリーの部

T160の部

T190の部（35歳以上）

T220の部（45歳以上）

60歳以上の部

70歳以上の部

＜全国大会＞

NO. 大会名 種別 期日/会場

＜北信越大会＞

NO. 大会名 種別 期日/会場

シルバーの部 １０月２０日（土）・２１日（日）

スポレクの部 石川県七尾市

レディースの部 七尾市城山体育館

フリーの部 七尾市田鶴浜体育館

ファミリーの部 １０月２８日（日）

キッズの部 長野県伊那市

プラチナの部

ゴールドの部

＜その他＞

NO. 大会名 種別 期日

ソフトバレーボール

男子壮年の部(40歳以上）

ソフトバレーボール

女子壮年の部(40歳以上）

7 第2回石川県ソフトバレー・クラス別チャンピオン大会

期日　平成３１年２月　３日（日）

会場　金沢市森本市民体育館

　　　　金沢市浅野川市民体育館

　　　　金沢市城西市民体育館

　　　　津幡町総合体育館

締切　平成３１年　１月１８日（金）

抽選　平成３１年　１月２４日（木）

6

期日　平成３０年１１月２５日（日）

会場　いしかわ総合スポーツセンター

　　　　金沢市浅野川市民体育館

　　　　金沢市城西市民体育館

　　　　津幡町総合体育館

締切　平成３０年１１月２日（金）

抽選　平成３０年１１月１３日（火）

第２５回北陸中日新聞杯石川県ソフトバレーボール大会

1 第２６回全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル シルバーの部
９月２２日～２４日（土～月）

新潟県長岡市

2 第２０回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル レディースの部
１０月２６日～２８日（金～日）

滋賀県草津市

3 第３１回全国健康福祉祭ソフトバレーボール交流大会 ねんりんの部
１１月３日～５日（土～月）

富山県黒部市

4 第７回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル スポレクの部
１１月３０日～１２月２日（金～日）

三重県津市

5 第３回全国ソフトバレー・フリーフェスティバル フリーの部
２月１６日～１７日

東京都町田市

1
平成３０年度ソフトバレー・北信越ブロック総合フェスティバル

石川大会

2

平成３０年度ソフトバレー・北信越ブロックファミリー・キッズ＆一

般長野大会

1 第７０回石川県民体育大会 ８月１２日（日）輪島市



60歳以上の部

50歳代の部

40歳代の部

30歳代の部

29歳以下の部

女子の部

3 ①2018/19 V1リーグ女子石川大会
１１月１０・１１日

金沢市総合体育館

4 ②2018/19 V１リーグ女子石川大会
１１月２４日

いしかわ総合スポーツセンター

5 ③2018/19 V１リーグ女子石川大会
１月１９・２０日

いしかわ総合スポーツセンター

6 ④2018/19 V１リーグ女子石川大会
２月２日

いしかわ総合スポーツセンター

フリーの部

40歳以上の部

50歳以上の部

60歳以上の部

8 連盟理事会 サークル代表者 ３月３０日（土）　ホテル金沢

＜参考＞　各市町大会日程（案）

NO. 大　　　会　　　名 期日 会場

1 第15回小松市ソフトバレーボール大会 ４月８日（日） 小松市義経アリーナ（末広体育館）

2 第16回源平合戦火牛の郷ソフトバレーボール交歓大会 ４月１５日（日） 津幡運動公園体育館・津幡町総合体育館

3 第16回北國新聞社杯金沢市ソフトバレーボール大会 ５月２７日（日） 医王山スポーツセンター

4 第61回金沢市民体育大会バレーボール競技（ソフトバレー） ６月１７日（日） 城東市民体育館

5 第14回白山市ソフトバレーボール大会 ６月２４日（日） 美川体育館

6 第11回加賀地区ソフトバレーボール大会 ７月１日（日） 小松市義経アリーナ（末広体育館）

7 第8回連盟会長杯争奪ソフトバレーボール大会 ７月２９日（日） 加賀市スポーツセンター

8 第15回百万石杯ソフトバレーボール金沢市交流大会 ９月1～2日（土日） 金沢市総合体育館

9 第16回Beans Cupソフトバレーボール大会 １０月７日（日） 加賀市スポーツセンター

10 津幡町スポレク祭 １０月１４日（日） 津幡運動公園体育館

11 小松市スポーツフェスティバルSV大会 １０月１４日（日） 小松市義経アリーナ（末広体育館）

12 第14回ソフトバレーボール交流大会ｉｎ白山 １０月１４日（日） 松任総合運動公園体育館

13 第16回金沢市会長杯ソフトバレーボール大会 １０月２１日（日） 金沢市中央市民体育館

14 第10回金沢市民ソフトバレーボール大会 １２月２日（日） 金沢市総合体育館

15 第14回加賀市協会長杯争奪ソフトバレーボール加賀大会 ２月１０日（日） 加賀市スポーツセンター

16 第27回津幡町レディース大会、第18回津幡町メンズ大会 ２月１７日（日） 津幡町総合体育館

17 第13回ソフトバレーボール白山フェスティバル ３月３日（日） 白山郷運動公園体育館

18 第8回加賀市ソフトバレーボール連盟サマーリーグ ５月～９月 錦城小学校体育館

19 小松市ソフトバレーボール連盟ウインターリーグ戦 １１月～２月 中海地区体育館

Ⅱ　指導普及事業
１．審判講習会(県連盟後援）

①期日：平成３０年４月２９日（日） 会場：金沢市鳴和台市民体育館

2
第５１回石川県勤労者夏季体育大会

第２１回ソフトバレーボール大会

８月１９日（日）

津幡運動公園体育館

津幡町総合体育館

7
第５３回石川県勤労者冬季体育大会

第１５回ソフトバレーボール大会

３月１７日（日）

金沢市総合体育館


