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11月18日（土） 北海道立野幌総合運動公園体育館 11月11日（土） 野洲市総合体育館
男子/14：00 〒069-0832 男子/12：30 〒520-2351
女子/15：30 北海道江別市西野幌481 女子/男子終了後 滋賀県野洲市冨波甲１３３９
11月6日（月） 新青森県総合運動公園　マエダアリーナ 11月3日（金・祝） 和歌山県立体育館
男子/12：00 〒039-3505 男子/女子終了後 〒640-8392
女子/14：00 青森県青森市宮田高瀬22-2 女子/12：00 和歌山県和歌山市中之島2238
11月6日（月） タカヤアリーナ 11月19日（日） 桜井市芝運動公園総合体育館
男子/10：00 〒020-0866 男子/13：00 〒633-0001
女子/12：00 岩手県盛岡市本宮5-4-1 女子/15：00 奈良県桜井市三輪68

10月29日（日） CNAアリーナ★あきた 11月18日（土） 島津アリーナ京都（京都府立体育館）
男子/未定 〒010-0973 男子/15：30 〒603-8334
女子/未定 秋田県秋田市八橋本町6-12-20 女子/13：30 京都府京都市北区大将軍鷹司町

10月22日（日） 山形市総合スポーツセンター 11月4日（土） 八尾市立総合体育館
男子/9：45 〒990-0075 男子/10：00 〒581-0018
女子/11：45 山形県山形市落合町1番地 女子/13：00 大阪府八尾市青山町3丁目5-24

10月21日（土） セキスイハイムスーパーアリーナ 11月12日（日） グリーンアリーナ神戸
男子/未定 〒981-0122 男子/14：00 〒654-0163　　
女子/未定 宮城県宮城郡利府町菅谷字館40-1 女子/12：00 兵庫県神戸市須磨区緑台

11月25日（土） 福島市国体記念体育館 11月11日（土） 和気町体育館
男子/未定 〒960-8166 男子/13：00 〒709-0442 
女子/未定 福島県福島市仁井田西下川原41-1 女子/15：00 岡山県和気郡和気町福富312-1

10月22日（日） ひたちなか市総合運動公園体育館 11月18日（土） 広島県立総合体育館　小アリーナ
男子/12：00 〒312-0005 男子/11：30 〒730-0011
女子/10：00 茨城県ひたちなか市新光町49 女子/13：30 広島県広島市中区基町4-1

10月29日（日） 清原体育館 11月19日（日） 倉吉体育文化会館
男子/12：30 〒321-3231 男子/15：00 〒682-0023
女子/10：00 栃木県宇都宮市清原工業団地14 女子/13：00 鳥取県倉吉市山根529-2
11月4日（土） ALSOK　ぐんまアリーナ 11月12日（日） 安来市民体育館
男子/14：30 〒371-0047 男子/未定 〒692-0011
女子/12：30 群馬県前橋市関根町800 女子/未定 島根県安来市安来町1137－1

11月12日（日） さいたま市記念総合体育館 11月12日（日） 下松スポーツ公園体育館
男子/15：30 〒338-0835 男子/12:30 〒744-0061
女子/13：30 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1 女子/14:30 山口県下松市大字河内140

11月18日（土） 墨田区総合体育館 11月23日（木・祝） 丸亀市民体育館
男子/未定 〒130-0013 男子/13：00 〒763-0053
女子/未定 東京都墨田区錦糸4-15-1 錦糸公園内 女子/15：00 香川県丸亀市金倉町924-1

11月5日（日） 千葉県総合スポーツセンター 11月5日（日） 北島北公園総合体育館（サンフラワードーム）
男子/12：00 〒263-0011 男子/9：00 〒771-0202
女子/10：00 千葉県千葉市稲毛区天台町323 女子/11：00 徳島県板野郡北島町太郎八須字五反地10－１

11月12日（日） 小田原アリーナ 8月20日（日） 愛媛県武道館
男子/13：00 〒250-0866 男子/15：30 〒790-0948
女子/14：00 神奈川県小田原市中曽根263 女子/13：30 愛媛県松山市市坪西町551
11月5日（日） 小瀬スポーツ公園武道館 11月12日（日） 高知県立県民体育館

男子/9：30 〒400-0836 男子/10：30 〒780-8010
女子/11：30 山梨県甲府市小瀬町840 女子/13：00 高知県高知市桟橋通2-1-53

11月１9日（日） 長野市真島総合スポールアリーナ 11月18日（土） 福岡市民体育館
男子/未定 〒381-2204 男子/13：00 〒812-0045
女子/未定 長野県長野市真島町真島2268番地１ 女子/11：00 福岡県福岡市博多区東公園8-2

11月5日（日） 新潟市東総合スポーツセンター 11月19日（日） 佐賀県総合体育館
男子/10：30 〒950-0893 男子/11：30 〒849-0923

女子/男子終了後 新潟県新潟市東区はなみずき3-4-1 女子/9：30 佐賀県佐賀市日の出1-21-15
11月23日（木・祝） 富山県総合体育センター 11月23日（木・祝） 大村市体育文化センター（シーハット大村）

男子/11：30 〒939-8252 男子/14：30 〒856-0836
女子/10：00 富山県富山市秋ヶ島183 女子/13：00 長崎県大村市幸町25－23

10月28日（土） いしかわ総合スポーツセンター 10月28日（土） 熊本県立総合体育館
男子/12：00 〒920-0355 男子/10：00 〒860-0079
女子/14：00 石川県金沢市稚日野町北222 女子/12：00 熊本県熊本市西区上熊本1-9-28

11月25日（土） 福井県営体育館　メインアリーナ 10月29日（日） 別府市総合体育館（べっぷアリーナ）
男子/13：00 〒918-8027 男子/女子終了後 〒874-0902
女子/9：50 福井県福井市福町3-20 女子/12：00 大分県別府市青山町8-37

11月12日（日） 草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ） 11月3日（金・祝） KIRISHIMAツワブキ武道館
男子/13：00 〒422-8008 男子/11：30 〒889-2151
女子/10：30 静岡県静岡市駿河区栗原19-1 女子/9：00 宮崎県宮崎市大字熊野2206-1

11月23日（木・祝） 愛知県体育館 11月5日（日） 鹿児島アリーナ
男子/14：30 〒460-0032 男子/14：30 〒890-0023
女子/13：00 愛知県名古屋市名東区猪高町大字高針勢子坊307-12 女子/12：30 鹿児島県鹿児島市永吉1-30-1

11月12日（日） 安八町総合体育館 9月18日（月・祝） 豊見城市民体育館
男子/13：00 〒503-0128 男子/12:00 〒901-0225
女子/11：00 岐阜県安八郡安八町大野343 女子/14:00 沖縄県豊見城市字豊崎5-2（豊崎総合公園内）

11月18日（土） サオリーナ
男子/女子終了後 〒514-0056

女子/12：00 三重県津市北河路町19-1

第70回全日本バレーボール高等学校選手権大会
都道府県大会決勝日程表

1 北海道 25 滋賀県

2 青森県 26 和歌山県

3 岩手県 27 奈良県

4 秋田県 28 京都府

5 山形県 29 大阪府

6 宮城県 30 兵庫県

7 福島県 31 岡山県

8 茨城県 32 広島県

9 栃木県 33 鳥取県

10 群馬県 34 島根県

11 埼玉県 35 山口県

12 東京都 36 香川県

13 千葉県 37 徳島県

14 神奈川県 38 愛媛県

15 山梨県 39 高知県

16 長野県 40 福岡県

17 新潟県 41 佐賀県

18 富山県 42 長崎県

19 石川県 43 熊本県

20 福井県 44 大分県

21 静岡県 45 宮崎県

24 三重県

　※スケジュールは変更になる可能性があります。
　※上記は選手権代表校決定戦のスケジュールです。準決勝や予選はこのスケジュール以前に開催されます。

22 愛知県 46 鹿児島県

23 岐阜県 47 沖縄県
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