
月		日 競		技		会		名 会		場 競技種目 申込締切 代表者会議

4／13 4部、7部 代表者会議10:15

4／14 1部、6部 （若林体育館）

4／27 3部、5部

4／28 2部、8部

5／19 青葉体育館 ソフトバレー 5/7 なし 代理抽選方式

5／26 宮城野体育館１・２ 一般男女(6)(9) 5/18 なし

5/18 仙台市小学生バレーボール強化大会 大和町体育館 小学校男女

未定 仙台市審判講習会（６・９人制） 未定 競技規則等 未定 -

7／15 仙台市オープンバレーボール夏季大会 宮城野体育館１・２ ｵｰﾌﾟﾝ男女(6)(9) 7/3 7/8

7／28 若林体育館 ソフトバレー 7/16 なし

9／1 宮城野体育館１・２ 一般男女(6)(9) 8/24 なし

9／7 仙台市体育館１ 家庭バレー(男女） 未定 未定

9／21 若林体育館１・２ 家庭婦人 3部、5部 代表者会議10:15

9／23 青葉体育館 家庭婦人 4部、7部 （若林体育館）

9／28 若林体育館１・２ 家庭婦人 1部、6部

10／5 宮城野体育館２ 家庭婦人 2部、8部

9／28 仙台市体育館１・２ 小学校男女

未定 市内中学校体育館 中学校男女

11/4 泉体育館 高校男女

11／17 仙台市秋季ソフトバレーボール大会 青葉体育館 ソフトバレー 11/5 なし

12／8 仙台市オープンバレーボール冬季大会 宮城野体育館１・２ 一般男女(6)(9) 11/27 12/1

1／26 仙台市冬季ソフトバレーボール大会 青葉体育館 ソフトバレー 1/14 なし

1／26 仙台市協会長杯バレーボール大会 宮城野体育館１・２ 一般男女(6)(9) 1/18 なし

2／1 第40回仙台市小学生選手権大会 仙台市体育館１・２ 小学校男女

3／8 仙台市選手権大会 宮城野体育館１・２ 一般男女(6)(9) 2/29 なし

家婦連主催競技

7／13

7／14

8／18

8／31

関連競技

未定 第38回全日本小学生大会仙台市予選会 仙台市体育館 小学校男女

未定 仙台市中学校総体 市内中学校体育館 中学校男女

未定 仙台市中学校新人大会 市内中学校体育館 中学校男女

一般男子(9)

家庭バレーボール

未定 宮城県小学生選手権大会仙台市予選会 市内小学校体育館 小学校男女

未定 宮城県小学生新人大会仙台市予選会 市内小学校体育館 小学校男女
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3/15

仙台市春季大会

代理抽選方式

3/23

代理抽選方式

若林体育館１・２ 家庭婦人

別途連絡

別途連絡

8/3

別途連絡

別途連絡

代表者会議10:00（仙台市体育館）

代表者会議15:00（若林体育館）

別途連絡

第56回仙台市民総合体育大会

代理抽選方式

代理抽選方式

別途連絡

別途連絡

別途連絡

8/18 8/26

11/4
別途連絡

別途連絡

宮城野体育館１・２仙塩Cup2019in仙台大会

代表者会議10:15

（若林体育館）
はづき大会 若林体育館１・２

別途連絡

5/24 6/1

代表者会議15:00（若林体育館）

家庭婦人

代理抽選方式

代表者会議10:15

（若林体育館）

別途連絡 バレーボール教室

仙台市家庭婦人連盟会長杯

家庭婦人 7/26

代理抽選方式

代理抽選方式

若林体育館１・２
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（参考）

青葉区

月		日 競		技		会		名 会		場 競技種目 摘要

4/21 青葉区民総合スポーツ祭　ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 青葉体育館 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

7/13 仙台市青葉区ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会長杯ｼﾞｭﾆｱ大会 青葉体育館 中学生

7/13 仙台七夕カッブ小学生バレーボール交流大会 宮城広瀬・秋保体育館 小学生

8/10 青葉区民総合スポーツ祭ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会（中学生） 青葉体育館 中学生

8/11 仙台市青葉区ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会　ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 青葉体育館 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

9/7 青葉区民総合スポーツ祭ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会（小学生） 宮城広瀬体育館 小学生

10/6 仙台市青葉区ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会6人制男女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 宮城広瀬体育館 6人制一般男女

12/2 第5回仙山カップ小学生バレーボール大会 宮城広瀬体育館 小学生

宮城野区

4/7 第11回仙台カップ医療福祉勤労者バレーボール大会 若林体育館 一般男女6人制

5/6 第14回宮城野区バレーボール協会長杯 若林体育館
一般男子9人制、家庭ﾊﾞﾚｰ8

人制女子

未定 第14回宮城野区長杯バレーボール大会 未定
一般男子9人制、家庭ﾊﾞﾚｰ8

人制女子

12/1 第5回混合6人制杯バレーボールフェステバル 宮城野体育館 混合6人制

3/22 第15回宮城野区バレーボール連合会長杯 宮城野体育館
一般男子9人制、家庭ﾊﾞﾚｰ8

人制女子、小学生

6/22・29 宮城野区Ｋ・Ｆバレーボール連盟春季大会 出花体育館 家庭婦人

10/27・11/3 宮城野区Ｋ・Ｆバレーボール連盟秋季大会 出花体育館 家庭婦人

若林区

2/15 仙台市若林区バレーボール協会長杯（小学生） 若林体育館 小学生

3/1 仙台市若林区バレーボール協会長杯 若林体育館
家庭婦人、家庭ﾊﾞﾚｰ8人制男

女

太白区

11/17 第11回仙台市太白民祭バレーボール大会 仙台市体育館
家庭婦人、家庭ﾊﾞﾚｰ8人制男

女、小学生

3/22 第5回仙台市太白区バレーボール選手権大会 仙台市体育館
家庭婦人、家庭ﾊﾞﾚｰ8人制男

女、小学生

泉区

9/1 第31回仙台市長杯泉地区中学生バレーボール大会 泉総合体育館 中学生

未定 第41回泉区バレーボール協会長杯小学生大会 未定 小学生

仙台宮城

6/2 第85回仙台市長杯春季仙台市宮城バレーボール大会 宮城広瀬体育館 6人制男子、9人制女子

9/29 第16回家庭バレーボール大会兼第7回仙山バレーボール大会 宮城広瀬体育館 家庭ﾊﾞﾚｰ8人制男女

11/3 第86回仙台市長杯秋季仙台市宮城バレーボール協会 宮城広瀬体育館 6人制男子、9人制女子

2/2 平成31年度仙台市宮城バレーボール冬季大会 宮城広瀬体育館 6人制男子、9人制女子

平成31年度仙台市バレーボール協会各区等競技日程


