
平成２６年度   行事予定表                 東京都高体連バレーボール専門部男子部

大会名 期日 申込日 代表者会議 備考

平成 26年度登録申し込み 4月  7日(月) 各支部受付校16:30～17:00
総会

審判技術研究協議会

関東大会代表者会議

4 月12日(土)
14:30～受付

15:00～総会

16:30～協議会

会場

暁星高校

各顧問(監督)は必ず出席のこと

別紙の要項参照

①関東大会 東京都予選会

※使用球…ミカサ

4 月27日(日)
4 月29日(祝)
5 月 3 日(祝)

4 月 7日(月)
各支部受付校

4 月12日(土)
総会会場

抽選会 ･･･ 4月10日(木)
参加者 ･･･ 前年度新人大会（決勝大会）

上位16チームの代表者

関東大会 5 月 31 日(土)～
6 月１日(日)

東京都代表として12チーム出場

群馬県 前橋市

②全国高等学校総合体育大会

東京都予選会 兼 国体予選会

※使用球…ミカサ

6 月 8日(日)
6 月 15日(日)
6 月 22日(日)

5 月 15日(木)
各支部受付校

5 月 29日(木)
各支部受付校

東京都より第１代表、第２代表、開催地代

表の３チームが出場。

関東大会都予選最終日終了後、上位 16 チーム

の代表者により抽選会を行う。 5月 3日(祝)

第1回スキルアップ練習会 7 月 20日(日) 6月 22 日(日)まで 申込方法 ･･･ (大会要項参照)
平成 26 年度 全国高等学校総合

体育大会

8 月 2日(土)～
8 月 6日(水)
女子（8月7日～

    8月11日）

東京都 新宿区・墨田区

会場：東京体育館、墨田区総合体育館

第 69回国民体育大会予選

  関東ブロック大会

8 月23 日(土)～
8 月24日(日)

栃木県 宇都宮市

第1回スキルアップ講習会

支部対抗戦(国体代表壮行会)
9 月 7日(日) ・26年度行事予定表

大会要項参照

会場： 成城学校

平成 26年度「高等学校運動部活

動指導者講習会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男子」

9 月 7日(日) 会場： 成城学校

共催 ･･･ 都教育委員会、都高体連

③全日本バレーボール高等学校

選手権大会一次予選

※使用球…モルテン

8 月 24日(日)
9 月 23日(祝)

6 月 26日(木)
各支部受付校

7 月10日(木)
各支部受付校

全チーム参加。3年生も出場できる。

抽選会 ･･･ 6月28日(土) 成城学校

参加者 ･･･ 全国高等学校総合体育大会

東京都予選会 上位16チームの代表者

公認審判員 資格取得講習会 10月11日(土)～
10 月12 日(日)

会場 ･･･ 未定

第 69回国民体育大会 10 月 18 日(土)
～10月21日(火)

関東ブロック代表として４チームが出場。  

長崎県 島原市

④新人大会(一次大会)

※使用球…モルテン

11 月 9日(日)
11 月 23日(日)

10 月16 日(木)
各支部受付校

10 月30 日(木) 全日本バレーボール高等学校選手権大会一

次予選ベスト４をのぞく全チームが、1,2年
生のみで出場。

抽選会 ･･･ 10月18日(土) 成城学校

参加者 ･･･ 全日本バレーボール高等学

校選手権大会一次予選上位

32(28チーム)の代表者

③全日本バレーボール高等学校

選手権大会東京都代表決定戦

※使用球…ミカサ

11 月 15日(土) 10 月31 日(金)
必着(郵送可)

行わない 全日本バレーボール高等学校選手権大会一

次予選上位4チームが出場。

会場：墨田区総合体育館

第 67 回全日本バレーボール高

等学校選手権大会

1月5日(月)～7日

(水) ・10 日(土)～

11 日(日)

東京都より第１代表、第２代表、開催地代

表の３チームが出場。

会場：東京体育館

⑤新人大会(決勝大会)

※使用球…モルテン

2 月 8日(日)
2 月15日(日)

1 月 17日(土)
抽選会場

行わない 全日本バレーボール高等学校選手権大会東京都

代表決定戦出場４チームと新人大会（一次大会）

の上位 32チームが 1,2年生のみで出場



申込受付校

支部 総務委員長及び支部長氏名 受付校及び代表者会議会場 受付校先生名 下車駅 電話

総 務 坂口  司 年度途中登録

千早高等学校

坂口  司 03-5964-1721

第一支部 加藤 弘一 青山高校 松井  賢一 銀座線 外苑前 03-3404-0182
第二支部 山元 和三 忍岡高校 太田 浩二 JR総武線  浅草橋 03-3262-3291
第三支部 篠原 壽彦 成城学校 佐藤 暢章 都営大江戸線 牛込柳町 03-3342-6141
第四支部 阿部 光彦 東京電機大学高校 深谷   哲弘 JR中央線 東小金井 0422-37-6441


