
(含む県協会行事)

日 大会名 会場 日 大会名 会場 日 大会名 会場 日 大会名 会場 日 大会名 会場 日 大会名 会場 日 大会名 会場

３ 会長杯兼全九州総合予選 菊鹿町 会長杯兼 熊本市内

６人制春季リーグ戦 鹿本 全九州総合予選 高校他 23~ 城北大会 阿蘇市

18 月 理事会 菊鹿 荒玉大会 市内高校 24

29 水 審判講習会 春季リーグ 学園大 30 ライオンズ旗 天水・和水

理事会 22 全日本実業団選手権予選 3,4 玉名がんばろう熊本杯 玉名市内 8 全国ママさん熊本予選 山鹿市 ろうあ者スポーツ大会 山鹿市

28 県選抜郡市予選 西部ガス杯ママさん 調整中 15 シルバースポーツ交流会 山鹿市

22 県民スポレク祭 八代市体

22 ６人制クラブカップ予選 菊鹿町

３～ 城南SC 11~ 県選抜大会 八代市 全日本小学生郡市予選 19 ソフトバレｰフェスティバル 天明町

理事会 12 クラブカップ予選 菊鹿町 ６ 12 19 全日本小学生県予選 山鹿市 25 ビーチ国体予選 芦北町

スポーツマスターズ県予選 菊鹿町 25~ 郡市中体連 天水 26 26 ・男女子ジュニア県予選

26 腹栄・長州

理事会 24 一ノ宮大会兼実業団 阿蘇一宮 ２ ヤング交流大会(U-11) 御船町 九州ｽﾎﾟｰﾂ少年団 山鹿市 10 ママさんことぶき選考会 山鹿市 9/10 ビーチバレーインくまもと 芦北町

連盟夏季大会 ３ ヤング交流大会(U-14) 御船町 交流大会県予選会 9/11

熊日学童五輪 山鹿市 2020SUNCUP岱明大会 鍋松原

16~17 中体連県大会（男子） 熊本市 他

23~24 中体連県大会（女子） 熊本市

理事会 矢部旗壮年バレー大会 鹿本町招魂祭

ビィンテージ8県予選

21 社会人西ブロック9人制 八代市

28 総合選手権 菊鹿町

理事会 17 九州大学秋季男子リーグ 学園大 玉名女子高杯 女子高 10 愛しとーとカップ 県立体育館

18 11 九州ママさん県予選

理事会 6人制秋季リーグ 鹿本 １ ヤング交流会(U-11) 玉名市 県小学生大会郡市予選 15 熊日レディース大会 宇土市 熊日レディースソフト 八代市

菊鹿町 ２ ヤング交流会(U-14) 玉名市 男女混合 山鹿市 23

九州大学秋季女子リーグ 八代市 バレーボール交流大会 11/3 いそじ大会 城南町

中九州短大

一般6人制大会 鹿本町
10/2

9
高校選抜予選 市内高校 12 郡市新人戦 13 県小学生大会 山鹿市 ソフトバレー・フリーフェスティバル 八代市

理事会
10/3

0
他 20 他

11/12 高校選抜県予選決勝 人吉 26 FMKソフト 未定

理事会 11/27 県下一般実業団大会 菊鹿町 11 城北地区強化練習会

兼全日本実業団9人制

理事会 15 全九州実業団男女 菊鹿町 14 県下高校新人戦 熊本県体 21~ 中学新人（男子） 熊本市内 郡市小学生新人戦

選手権予選 15 市内高校 22 城北地区シード決め大会

県協会 28~ 中学新人（女子） 熊本市内

29

2/4 中学新人戦決勝リーグ 菊鹿町

郡市1年生大会 11.1 県小学生新人戦 山鹿市 コッコファーム杯 菊池市

理事会 ５ U-14九州 19 他

グランドチャンピオン予選

菊池温泉CUP 菊池市体

20 日 常任理事

県理事会

理事会 春季大会 S･Ｅカップ 玉名市 ソフトバレーフェスティバル 八代市

inやつしろ

6 日 県評議員会

※　あくまでも予定です。期日、会場等が変更されることがあります。新型コロナウイルスでの影響で中止等の大会もあります。最終的には、大会案内や各協会のＨＰ等でご確認ください。

2022年度 玉名市バレーボール協会

10月30日（日）　　玉名市民男女混合さわやかバレーボール大会　（玉名市総合体育館）

下旬　　玉名市体育協会行事調整会議資料提出（県大会以上）

ママさん ソフト・ビーチ

4月29日（金）　　玉名市バレーボール協会評議員会（総会）（19:30～玉名市民会館orWeb）　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため懇親会中止

玉　名　市　バ　レ　ー　ボ　ー　ル　協　会　行　事　予　定　表　（案）

月
一般・実業団（９人制） 一般・大学（６人制） 高校 中学校・ヤング 小学校

日 曜日

5

　決算評議員会、郡市理事長･総務委員長･競技委員長･審判委員長会議　　県立体会議室

下旬　　玉名市体育協会行事調整会議資料提出（九州大会以上）

8月28日（日）　　ビーチDEバレー　（松原海水浴場）

3

第77回県民体育祭 八代市

３月26日（日）　ブリヂストン杯　玉名市ソフトバレーボール大会　（玉名市総合体育館）

山都町

県高等学校総合体育大会

会　議

14

2

6

7

8

9

10
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12

1

１２月17日（土）　玉名市バレーボール協会　忘年会

初旬　　　玉名市体育協会行事調整会議

　２月１１日（祝日）　　玉名市バレーボール協会会長杯６人制大会　（天水町・横島町体育館ほか）

玉名Cup

4


