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○ 5/25 調整中 協会
○ 2/22 調整中 協会
○ 3/29 調整中 協会
○ 4/20～21 ２１世紀の森体
○ 7/20～21 西原きらきらビーチ 7/8 我謝正精 7/20 翁長良成 新垣淳二 田里　学 與儀尚哉 我謝正精 ﾋﾞｰﾁ

○ 8/6～8 県立武道館他
○ 8/16～18 沖縄市営・浦添市民・県立武道館

○ 3/21～22 21世紀の森･那覇市体 協会

1 4/6 那覇市民体育館 協会
2 4/7 21世紀の森体育館 3/22 金城洋一 4/3 翁長良成 宮里真行 金城洋一 我謝正精 宮里真行 実連
3 4/13～15 那覇市民体育館他 3/28 山田明美 4/9 翁長良成 新垣淳二 東風平和成 久場里則 山田明美 高校
4 4/21 琉球大学 学連
5 4/27～29 西原町民他 4/15 山田政和 4/19 翁長良成 新垣淳二 平田和也 下地　覚 山田政和 中学
6 4/28 未定 4/19 4/24 翁長良成 新垣淳二 学連
7 5/18～19 那覇市民体育館 5/3 平川美知枝 5/11 仲嶺典子 宮城瑞枝 平川美知枝 島袋ゆみ子 仲程エミー ママ

8 6/1～2 本部町民体育館 5/17 平川美知枝 5/26 仲嶺典子 宮城瑞枝 平川美知枝 島袋ゆみ子 仲程エミー ママ

9 6/1～6/4 那覇市民体育館他 5/8 県高体連 5/10 県高体連 県高体連 東風平和成 久場里則 山田明美 高校
10 6/9 泊高校 5/8 県高体連 5/10 県高体連 県高体連 東風平和成 久場里則 山田明美 高校
11 6/9 未定 5/24 金城洋一 6/5 翁長良成 宮里真行 金城洋一 我謝正精 宮里真行 実連
12 6/15～16 石垣市総合体育館 6/1 内間　孝 6/6 阿波連侑 與儀実誠 内間　孝 安森盛範 瀬長　修 マスター

13 6/16 ２１世紀の森体 5/31 金城洋一 6/12 翁長良成 宮里真行 金城洋一 我謝正精 宮里真行 実連
14 6/22・23 うるま市具志川総合体育館 5/31 比嘉　紀子 6/2 翁長良成 瑞慶覧武 上地安良 玉那覇文隆 野崎俊彦 小連
15 6/30 浦添市民体育館 6/24 内間　孝 6/27 翁長良成 新垣淳二 内間　孝 安森盛範 瀬長　修 マスター

16 7/6～7 西原町民体育館・西原高校 翁長良成 新垣淳二 玉那覇博志 川田　学 協会
17 7/13・14 浦添市民体育館 6/14 県体協 6/28 神谷育雄 瑞慶覧武 上地安良 玉那覇文隆 野崎俊彦 小連
18 7/14 西原町民体育館 7/5 平川美知枝 7/10 仲嶺典子 宮城瑞枝 平川美知枝 島袋ゆみ子 仲程エミー ママ

19 7/22～24 石垣総合他 中体連 7/21 中体連 中体連 平田和也 下地　覚 山田政和 中学
20 7/27・28 ２１世紀の森体育館 7/12 比嘉　紀子 7/20 富田詢一 瑞慶覧武 上地安良 玉那覇文隆 野崎俊彦 小連

21 8/4 ２１世紀の森体 7/19 金城洋一 7/31 翁長良成 宮里真行 金城洋一 我謝正精 宮里真行 実連
22 8/10・11 調整中 7/29 山田明美 8/2 翁長良成 新垣淳二 東風平和成 久場里則 山田明美 高校
23 調整中 島尻地区中学校 調整中 山田政和 調整中 翁長良成 新垣淳二 平田和也 下地　覚 山田政和 中学
24 8/17～18 西原町民体育館 8/2 平川美知枝 8/8 仲嶺典子 宮城瑞枝 平川美知枝 島袋ゆみ子 仲程エミー ママ

25 9/1 西崎総合他 8/26 内間　孝 8/29 阿波連侑 與儀実誠 内間　孝 安森盛範 瀬長　修 マスター

26 9/7～8 西原町民体育館 8/23 平川美知枝 8/31 仲嶺典子 宮城瑞枝 平川美知枝 島袋ゆみ子 仲程エミー ママ

Ｂクラス 9/8 ２１世紀の森体､他 実連
Ａクラス 9/15 ２１世紀の森体､他 実連

28 9/14～16 西原町民体育館他 8/23 山田明美 9/4 翁長良成 新垣淳二 東風平和成 久場里則 山田政和 高校
29 9/22 ２１世紀の森体 9/6 金城洋一 9/18 翁長良成 宮里真行 金城洋一 我謝正精 宮里真行 実連
30 学連
31 10/20 本部町民体育館 10/4 金城洋一 10/16 翁長良成 宮里真行 金城洋一 我謝正精 宮里真行 実連
32 11/2～5 うるま市具志川総合体育館他 10/2 県高体連 10/4 県高体連 県高体連 東風平和成 久場里則 山田明美 高校
33 11/10 泊高校 10/2 県高体連 10/4 県高体連 県高体連 東風平和成 久場里則 山田明美 高校
34 11月中旬 調整中 翁長良成 新垣淳二 中学
35 11/23～24 首里高校・浦添商業高校 県体協 県体協 県体協 協会
36 12/14 ２１世紀の森体育館 11/29 平川美知枝 12/7 仲嶺典子 宮城瑞枝 平川美知枝 島袋ゆみ子 仲程エミー ママ

Ｂクラス 12/15 ２１世紀の森体､他 実連
Ａクラス 12/22 本部町民体､他 実連

38 12/21・22・23 うるま市具志川総合体育館 12/2 比嘉　紀子 12/7 翁長良成 瑞慶覧武 上地安良 玉那覇文隆 野崎俊彦 小連

39 1/11～13 21世紀の森他 12/6 山田政和 12/13 翁長良成 新垣淳二 平田和也 下地　覚 山田政和 中学
40 1/18～20 ２１世紀の森体育館他 1/7 山田明美 1/10 翁長良成 新垣淳二 東風平和成 久場里則 山田明美 高校
41 2/2 ２１世紀の森体 1/17 金城洋一 2/2 川畑義弥 宮里真行 金城洋一 我謝正精 宮里真行 実連
42 2/8・9 石垣市市営総合体育館 1/20 比嘉　紀子 1/25 富田詢一 瑞慶覧武 上地安良 玉那覇文隆 野崎俊彦 小連

43 2/8･9･11 西原町民他 1/24 山田政和 1/31 翁長良成 新垣淳二 平田和也 下地　覚 山田政和 中学
44 2/9 本部町民体他 2/3 内間　孝 2/6 阿波連侑 與儀実誠 内間　孝 安森盛範 瀬長　修 マスター

45 2/15～16 ２１世紀の森体育館 1/31 平川美知枝 2/8 仲嶺典子 宮城瑞枝 平川美知枝 島袋ゆみ子 仲程エミー ママ

Ｂクラス 3/9 ２１世紀の森体､他 実連
Ａクラス 3/16 ２１世紀の森体､他 実連

○ 6/8・9 宮古島市与那覇前浜 5/31 実行委会 6/8 下地敏彦 豊見山健次 湧川弘範 長嶺朝信 垣花健志 実行委

○ 6/22・29 西原きらきらビーチ 6/21 我謝正精 6/22 玉城　仁 新城　武 田里　学 與儀尚哉 我謝正精 ﾋﾞｰﾁ

○ 6/23 西原きらきらビーチ 6/14 我謝正精 6/23 翁長良成 新垣淳二 田里　学 與儀尚哉 我謝正精 ﾋﾞｰﾁ

○ 7/7 西原きらきらビーチ 6/21 我謝正精 6/30 翁長良成 新垣淳二 田里　学 與儀尚哉 我謝正精 ﾋﾞｰﾁ

○ 7/21（予定） 西原きらきらビーチ 7/5 ＲＢＣ 7/21 翁長良成 新垣淳二 田里　学 與儀尚哉 我謝正精 ﾋﾞｰﾁ

○ 10/12・13 21世紀の森ビーチ 9/30 我謝正精 10/12 翁長良成 新垣淳二 田里　学 與儀尚哉 我謝正精 ﾋﾞｰﾁ

○ 11/3 西原きらきらビーチ 10/25 我謝正精 11/3 玉城　仁 新城　武 田里　学 與儀尚哉 我謝正精 ﾋﾞｰﾁ

○ 6/2 沖縄市体育館 5/21 上原恵栄 5/27 翁長良成 新垣淳二 仲宗根純一 仲程恵子 平安眞知子 ｿﾌﾄ

○ 9/21 県立武道館 9/9 上原恵栄 9/16 祖根昌雄 上原恵栄 仲宗根純一 仲程恵子 平安眞知子 ｿﾌﾄ

○ 10/20 県立武道館 10/7 上原恵栄 10/14 祖根昌雄 上原恵栄 仲宗根純一 仲程恵子 平安眞知子 ｿﾌﾄ

  平成２５年度　沖縄県バレーボール協会　競技会等日程（案） 　　　　　2013年4月7日時点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　沖縄県バレーボール協会    

競　技　会　名

第１回　理事会

             調整中

表彰式・愛好者懇親会
第２回　理事会

九州・山口医科学生体育大会

第28回全九州小学生男女優勝大会

九州中学校総合体育大会

第33回九州ブロック大会 ビーチバレー競技

 第５３回全沖縄中学校選手権大会

平安杯成年男女６人制国体予選大会

沖縄県大学春季リーグ

第４４回全国ママさん県予選会

Vプレミアリーグ女子大会
平成25年度県審判伝達講習会
平安杯兼九州総合一般県予選大会

平安杯兼九州総合高校県予選大会

第３回全ママ冬季大会県予選会

第33回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ県予選大会

第６回リウボウカップ・ママさん大会

第76回沖縄県ﾏｽﾀｰｽﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙy八重山大会

第２５回全国いそじ大会県予選会

県高校総体
定通制夏期大会
全日本実業団９人制県予選大会

第33回全日本小学生大会県予選大会

第65回県民体育大会

27 第７7回県実業団リーグ 8/23

第１２回ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ・ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ県予選大会

スポーツ少年団沖縄県交流大会

天皇杯・皇后杯全日本選手権県予選大会

県中学総体
新報児童オリンピック
全日本社会人兼アザレアカップ県予選大会

我謝正精

第19回高校一年生大会
第３２回中学校一年生大会

37 第31回阿波連杯実業団選手権

第７７回沖縄県ﾏｽﾀｰｽﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

沖縄県大学秋季リーグ
全日本総合選手権県予選大会
第57回県高校新人大会
定通制秋季大会

第10回地区対抗６年生選抜県大会

宮里真行

第３９回九州ﾏﾏさん大会県予選会

第66回全日本バレー高等学校県予選大会

全九州クラブ選手権県予選大会

金城洋一 9/4 川畑義弥 宮里真行 金城洋一

金城洋一

Ｕー１４クラブチャンピオンシップ男子大会

第32回沖縄県ママさんシニア大会

46 第78回県実業団リーグ

KBC学園杯第62回県高校冬季選手権大会

名護市長杯実業団９人制大会

第３１回九州中学選抜優勝大会県予選大会

第４０回全沖縄ママさん選手権大会

第７８回沖縄県ﾏｽﾀｰｽﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

全国ソフトバレーフェスティバル県大会

第25回ビーチバレーOKINAWA2013

ＲＢＣ 第19回ビーチバレー大会

2/21 金城洋一

我謝正精

りゅうぎんｶｯﾌﾟ第36回県小学生大会

第４５回RBC杯県中学校新人大会

11/29 金城洋一

ビーチバレークリニック（中・高・大学生対象）

3/5 川畑義弥

詳細はこれから

第15回吉田ｶｯﾌﾟ 沖縄製粉ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ2013

第16回県ｽﾎﾟﾚｸ祭ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ大会2013

宮里真行12/11 川畑義弥 宮里真行

　　　　調整中

第5回ねんりんピックソフトバレーボール沖縄大会

宮里真行 金城洋一

第16回県スポレク祭ｿﾌﾄﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ大会

我謝正精 宮里真行

第14回ビーチバレー宮古島大会

九州国体 ビーチバレー競技県予選


