ポイント加算大会一覧
＜２０１７年度＞
【４月２日更新】
・第３回 KYUBA シリーズ（2017.3.19)
・川崎マリエンシリーズ 2016-2017 第７戦プレシーズンマッチ（2017.3.19-20）
・FIVB Worldtour2017 フォートローダデイル（アメリカ）★5（2017.2.7-12）
・FIVB Worldtour2017 シェパートン（オーストラリア）★1（2017.3.4-5）
・FIVB Worldtour2017 シドニー（オーストラリア）★2（2017.3.17-19）
・AVC 第２回アジア U-21 女子ビーチバレーボール選手権大会（2017.3.2-4）
＜２０１６年度＞
【４月３日更新】
※ポイント対象大会なし
【４月 10 日更新】
※ポイント対象大会なし
【４月 17 日更新】
・第 1 回アジア U-21 男女ビーチバレーボール選手権大会（2016.3.3-5)
・アジアビーチバレーボール女子選手権大会 （2016.3.25-28)
・川崎マリエンシリーズ 2016 プレシーズンマッチ（2016.3.20-21)
・須磨っぷ杯春の大会（2016.3.27)
【４月 24 日更新】
・ビーチバレー九州サーキット大崎オープン大会 （2016.4.3）
・FIVB Qatar Open 2016（2016.4.4-8）
・川崎マリエンシリーズ２人制公認大会 vol.13（2016.4.9）
・災害復興支援 第 17 回会長杯 OSAKA BEACH OPEN（2016.4.10）
【５月１日更新】
・AVC Open サトゥーン（タイ）(2016.4.9-11）
・ＦIVB Open 廈門（中国）
（2016.4.12-17)
・AVC Open サミラ（タイ）(2016.4.14-16）
・2016YBVF オープニング大会（2016.4.16)
・45th BELLONA CUP（2016.4.17）
【５月１日更新】
・ＦIVB Open 福州（中国）
（2016.4.19-24)
・AVC Open パレンバン（インドネシア）(2016.4.20-23）
・第 25 回兵庫ビーチクラブカップ（2016.4.23）
・第 26 回兵庫ビーチクラブカップ（2016.4.24）
・大海酒造シリーズＪＢＶサテライトＵ－２３平塚大会（2016.4.23-24）
【５月 15 日更新】
※ポイント対象大会なし
【５月 22 日更新】
・AVC Open ハロン（ベトナム）(2016.4.28-5.1）

・ジャパンビーチバレーボールツアー第１戦東京大会／マイナビシリーズ（2016.5.3-5）
・SVC POINT CUP（2016.5.8）
【５月 29 日更新】
・AVC ビーチバレーボールコンチネンタルカップ オリンピックアジア大陸予選 第 3 フェーズ(2016.5.12-14)
・第 27 回兵庫ビーチクラブカップ（2016.5.14）
・第 28 回兵庫ビーチクラブカップ（2016.5.15）
・ＪＢＶサテライト 2016 品川ＳＢＡシリーズ第１戦横浜大会残波カップ(2016.5.14-15）
【６月５日更新】
・FIVB U-21 世界選手権大会 2016(5/11-16）
・ＦIVB Cincinnati open（USA）
（2016.5.17-21)
・須磨っぷ桜ノ宮大会（2016.5.21）
・2016 FOVA CUP（2016.5.21）
・Loose Cup open（2016.5.22）
【６月 12 日更新】
・AVC U-19 アジア選手権大会 2016(5/22-24）
・FIVB Moscow Grand Slam (5/24-29）
・大海酒造シリーズＪＢＶサテライトＵ－２３大阪大会（2016.5.28-29）
・SVC POINT CUP（2016.5.29）
【６月 19 日更新】
・第 17 回ビーチバレー宮古島大会 2016(2016.6.4-5）
・SVC POINT CUP（2016.6.5）
・第 29 回兵庫ビーチクラブカップ（2016.6.5）
【６月 26 日更新】
・2016YBVF 熊本地震チャリティー ビーチバレーボール大会(2016.6.12）
【７月３日更新】
・ビーチバレー九州サーキット宮崎大会(2016.6.11)
・ジャパンビーチバレーボールツアー第２戦志摩大会（2016.6.18-19)
・SVC POINT CUP(2016.6.19)
【７月１０日更新】
・AVC ビーチバレーボールコンチネンタルカップオリンピックアジア大陸予選 第 4 フェーズ(2016.6.24-26)
・ジャパンビーチバレーボールツアー第３戦南あわじ大会（2016.6.25-26)
【７月１7 日更新】
・SVC POINT CUP(2016.7.2)
・ジャパンビーチバレーボールツアー第４戦マイナビシリーズ（2016.7.1-3)
【７月 24 日更新】
・2016 ビーチバレーボールオープン愛媛シリーズⅠ(2016.7.9)
・2016 ビーチバレーボールオープン愛媛シリーズⅡ(2016.7.10)
・第３回たつの新舞子ビーチカップ(2016.710)
・GSTAAD MAJOR(2016.7.5-10)
【７月 31 日更新】
・SVC POINT CUP(2016.7.17)
【8 月 7 日更新】

・ジャパンビーチバレーボールツアー2016 第 5 戦行橋大会（2016.7.17-18）
・JBV サテライト 2016 品川 SBA シリーズ第 2 戦高萩大会泰明カップ(2016.7.17-18）
・ジャパンビーチバレーボールツアー2016 第 6 戦大洗大会（2016.7.23-24）
【8 月 14 日更新】
・第 7 回連盟杯２人制大阪大会(2016.7.2)
・KLAGENFURT MAJOR(2016.7.25-31)
・第 27 回全日本ビーチバレー女子選手権大会(2016.7.28-31)
・大海酒造シリーズ JBV サテライト 2016 U-23 ビーチバレーボールトーナメント横浜大会(2016.7.30)
・大海酒造シリーズ JBV サテライト 2016 U-23 ビーチバレーボールトーナメント横浜大会(2016.7.31)
・SVC POINT CUP(2016.7.31)
・第 18 回 LooseCup オープンビーチバレーボール大会(2016.7.31)
【8 月 21 日更新】
・ジャパンビーチバレーボールツアー2016 第 7 戦若狭おばま大会（2016.8.6-7）
・第 28 回全日本ビーチバレーボール大学男女選手権大会（2016.8.5-7）
・第 29 回 Sun-in ビーチバレー大会（2016.8.6-7）
・第３回若狭おばまオープンビーチバレーボール大会（2016.8.7）
・第 13 回ビーチバレーチャレンジ愛知内海大会 2016.8.6）
【8 月 28 日更新】
・第 15 回全日本ビーチバレージュニア男子選手権(2016.8.5-8)
・`16 マドンナカップ in 伊予市ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会(2016.8.11-14)
・第 7 回全国中学生ビーチバレー大会(2016.8.13-14)
・KYUBA シリーズカップ(2016.8.11)
・第４回 T-UNIT CUP(2016.8.13)
【9 月 4 日更新】
・第 71 回国民体育大会（岩手県)イベント事業ビーチバレーボール競技(2016.8.19-21)
・須磨っぷ杯 夏の大会（2016.8.20)
・SVC POINT CUP(2016.8.21)
・計良杯・佐野杯第 29 回新潟県ビーチバレーボール選手権「日本海カップ」
（2016.8.21)
【9 月 11 日更新】
・第 30 回ビーチバレージャパン（2016.8.26-28)
・YOKOHAMA ビーチバレー2016 大会（2016.8.7)
・LONG BEACH GRAND SLAM(2016.823-28)
【9 月 18 日更新】
・第 7 回ＳＢＣオープン大会(2016.9.4)
・ジャパンビーチバレーボールツアー2016 第 8 戦伊予市大会（2016.9.3-4）
【9 月 25 日更新】
・JA 共済カップ第１４回ふくいオープンビーチバレー大会(2016.9.11)
・第 16 回ビーチバレー上越マリンカップ(2016.9.11)
・ＪＢＶサテライト２０１６ 品川ＳＢＡシリーズ第３戦 越谷大会 大石カップ(2016.9.10-11)
・2016 年度第 71 回国民体育大会（岩手）イベント事業ビーチバレーボール競技会ブロック予選会(2016.7-8)
【10 月 2 日更新】
・第６回 D-FORUM カップ（2016.9.18)

【10 月 9 日更新】
・第１６回神奈川ビーチバレーボール選手権秋季大会(2016.9.19)
・ジャパンビーチバレーボールツアー2016 第 9 戦マイナビシリーズ(2016.9.17-19)
・2016 第 12 回 Ｓ－ＣＵＢＥ ＣＵＰ(2016.9.24)
・ジャパンビーチバレーボールツアー2016 第 10 戦宮崎大会／第 17 回霧島酒造オープン(2016.9.23-25)
・2016 年度 第４回北信越ビーチバレーボール選手権大会(2016.9.25)
・第５回全国ミックス４人制ビーチバレー大会(2016.9.24-25)
【10 月 16 日更新】
・2016 ビーチバレーボールオープン愛媛シリーズⅢ（2016.10.1）
・2016 ビーチバレーボールオープン愛媛シリーズⅣ（2016.10.2）
・N-FOVA CUP 秋 in 駒ケ根 ２０１６ ビーチバレーボール大会（2016.10.2）
【10 月 23 日更新】
・第 1 回東海ビーチバレーボール選手権大会(2016.10.2）
・ジャパンビーチバレーボールツアー2016 第 11 戦川崎市長杯(2016.10.7-9)
・LooseCup オープン(2016.10.9)
・第 31 回兵庫ビーチクラブカップ(2016.10.9)
【10 月 30 日更新】
・ＪＢＶサテライト２０１６ 第４戦 岐阜大会(2016.10.15-16)
・第１８回吉田カップ沖縄製粉ビーチバレートーナメント２０１６(2016.10.15-16)
・SVC 長谷川徳海暁子 CUP(2016.10.16)
【11 月 6 日更新】
・ジャパンビーチバレーボールツアー2016 第 12 戦平塚大会(2016.10.22-23)
・ＪＢＶサテライト２０１６ 第 5 戦平塚大会ミライダカップ(2016.10.22-23)
・第 5 回 T-UNIT CUP(2016.10.22)
【11 月 13 日更新】
・２０１６ FOVACUP(2016.10.29)
・46th BELLONA CUP（2016.10.30）
【11 月 20 日更新】
・第 8 回ＳＢＣオープンビーチバレー大会(2016.11.5)
・2016YBVF オープン・ビーチバレーボール大会(2016.11.5)
・湘南ベルマーレ CUP(2016.11.5-6）
・第１４回ＫＹＵＢＡＣＵＰ（2016.11.6)
【11 月 27 日更新】
・２０１６上越ファイナル（2016.10.30）
・湘南ベルマーレ CUP(2016.11.12-13）
・川崎マリエン・KBSC カップ（2016.11.13）
【12 月 4 日更新】
・大海酒造シリーズ JBV サテライト 2016 U-23 ビーチバレーボールトーナメント川崎大会(2016.11.19)
・大海酒造シリーズ JBV サテライト 2016 U-23 ビーチバレーボールトーナメント川崎大会(2016.11.20)
【12 月 11 日更新】
・千里浜ビーチバレージャパンチャレンジ 2016（2016.7.30-31）
・川崎マリエンシリーズ２０１６－２０１７第１戦（2016.11.23）

・2016 ビーチバレーボールオープン愛媛シリーズⅤ（2016.11.26）
・2016 ビーチバレーボールオープン愛媛シリーズⅥ（2016.11.27）
・ミライダ CUP（2016.11.26）
・ミライダ CUP（2016.11.27）
【12 月 18 日更新】
・ミライダ CUP（2016.12.3）
・ミライダ CUP（2016.12.4）
【12 月 25 日更新】
・第 5 回ビーチバレーボール SANNO オープン（2016.12.10）
＜２０１７年＞
【１月１日更新】
※ポイント対象大会なし
【1 月 8 日更新】
・川崎マリエンシリーズ２０１６－２０１７第 2 戦（2016.12.25）
【1 月 15 日更新】
※ポイント対象大会なし
【1 月 22 日更新】
※ポイント対象大会なし
【1 月 29 日更新】
※ポイント対象大会なし
【2 月 5 日更新】
・川崎マリエンシリーズ２０１６－２０１７第 3 戦（2017.1.22）
【2 月 12 日更新】
・2016 年度 YBVF ウインターカップ･ ビーチバレーボール大会（2017.1.28）
【2 月 19 日更新】
※ポイント対象大会なし
【2 月 26 日更新】
※ポイント対象大会なし
【3 月 5 日更新】
・大海酒造シリーズ JBV サテライト 2016 U-23 ビーチバレーボールトーナメント平塚大会(2017.2.11)
・大海酒造シリーズ JBV サテライト 2016 U-23 ビーチバレーボールトーナメント平塚大会(2017.2.12)
・第 9 回ＳＢＣオープンビーチバレー大会(2017.2.19)
・川崎マリエンシリーズ２０１６－２０１７第 5 戦（2017.2.19）
【3 月 12 日更新】
※ポイント対象大会なし
【3 月 19 日更新】
・川崎マリエンシリーズ２０１６－２０１７第 6 戦（2017.3.5）
【3 月 26 日更新】
・2016 年度 YBVF クロージングチャリティ･ ビーチバレーボール大会（2017.3.11)

