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ᶓ᪂⏫ᶓ᪂⏫ᶓ᪂⏫ᶓ᪂⏫ ₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡ ὠὠὠὠ 㔝ᕷ䠄⏨䠅㔝ᕷ䠄⏨䠅㔝ᕷ䠄⏨䠅㔝ᕷ䠄⏨䠅

₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡ ụᕝụᕝụᕝụᕝ

ᶓ᪂⏫ᶓ᪂⏫ᶓ᪂⏫ᶓ᪂⏫ ụᕝụᕝụᕝụᕝ

ヨྜ⤌ྜ䛫䞉⤖ᯝヨྜ⤌ྜ䛫䞉⤖ᯝヨྜ⤌ྜ䛫䞉⤖ᯝヨྜ⤌ྜ䛫䞉⤖ᯝ

䝫䝸䝔䜽 䝫䝸䝔䜽

䝫䝸䝔䜽

ὠὠὠὠ ⱁすⱁすⱁすⱁす

㔝ᕷ䠄⏨䠅㔝ᕷ䠄⏨䠅㔝ᕷ䠄⏨䠅㔝ᕷ䠄⏨䠅 ⱁすⱁすⱁすⱁす

༑ᕷ༑ᕷ༑ᕷ༑ᕷ㼎㻟 ⱁすⱁすⱁすⱁす ⛙䜴䜱䞁䜾⛙䜴䜱䞁䜾⛙䜴䜱䞁䜾⛙䜴䜱䞁䜾 㼎㻠₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡ 㼍㻠 ụᕝụᕝụᕝụᕝ 㔝ᕷ䠄⏨䠅㔝ᕷ䠄⏨䠅㔝ᕷ䠄⏨䠅㔝ᕷ䠄⏨䠅

ண㑅㻝⤌ ண㑅䠎⤌ ண㑅䠏⤌
䝫䝸䝔䜽 䝫䝸䝔䜽 䝫䝸䝔䜽

ᶓ᪂⏫ᶓ᪂⏫ᶓ᪂⏫ᶓ᪂⏫ ὠὠὠὠ 㔝ᕷ䠄ዪ䠅㔝ᕷ䠄ዪ䠅㔝ᕷ䠄ዪ䠅㔝ᕷ䠄ዪ䠅



決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント
10日　9:00～　試合開始予定　　試合会場（野市青少年センター）10日　9:00～　試合開始予定　　試合会場（野市青少年センター）10日　9:00～　試合開始予定　　試合会場（野市青少年センター）10日　9:00～　試合開始予定　　試合会場（野市青少年センター）

女子の部女子の部女子の部女子の部

優　勝優　勝優　勝優　勝  十市小バレーボールクラブ 十市小バレーボールクラブ 十市小バレーボールクラブ 十市小バレーボールクラブ 準優勝準優勝準優勝準優勝 　中村ジュニアバレーボールクラブ　中村ジュニアバレーボールクラブ　中村ジュニアバレーボールクラブ　中村ジュニアバレーボールクラブ

第３位第３位第３位第３位 　鴨田スポーツ少年団　鴨田スポーツ少年団　鴨田スポーツ少年団　鴨田スポーツ少年団 第３位第３位第３位第３位 　フレンズ横浜JVC　フレンズ横浜JVC　フレンズ横浜JVC　フレンズ横浜JVC

男子の部男子の部男子の部男子の部

優　勝優　勝優　勝優　勝  大篠バレーボールクラブ 大篠バレーボールクラブ 大篠バレーボールクラブ 大篠バレーボールクラブ 準優勝準優勝準優勝準優勝 　中村クラブ　中村クラブ　中村クラブ　中村クラブ

第３位第３位第３位第３位 　野市ジュニアバレーボールクラブ　野市ジュニアバレーボールクラブ　野市ジュニアバレーボールクラブ　野市ジュニアバレーボールクラブ 第３位第３位第３位第３位 　鴨田スポーツ少年団　鴨田スポーツ少年団　鴨田スポーツ少年団　鴨田スポーツ少年団

低学年の部低学年の部低学年の部低学年の部

優　勝優　勝優　勝優　勝 大津ＪＶＣ大津ＪＶＣ大津ＪＶＣ大津ＪＶＣ 準優勝準優勝準優勝準優勝 　十市小バレボールクラブ　十市小バレボールクラブ　十市小バレボールクラブ　十市小バレボールクラブ

第３位第３位第３位第３位 潮江南ＶＢスポーツ少年団潮江南ＶＢスポーツ少年団潮江南ＶＢスポーツ少年団潮江南ＶＢスポーツ少年団 第３位第３位第３位第３位 　横浜新町パンサーズ　横浜新町パンサーズ　横浜新町パンサーズ　横浜新町パンサーズ

A1A1A1A1

A2A2A2A2

伊伊伊伊 与与与与 喜喜喜喜

野野野野 市市市市

2222

3333

２組１位２組１位２組１位２組１位 鴨鴨鴨鴨 田田田田

1111

3333 6666

4444

D1D1D1D1

D2D2D2D2

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町
パンサーズパンサーズパンサーズパンサーズ

野野野野 市市市市 ２組２位２組２位２組２位２組２位

中中中中 村村村村

A3A3A3A3 A4A4A4A4A5A5A5A5

B6B6B6B6

D5D5D5D5

十十十十 市市市市

潮潮潮潮 江江江江 南南南南

D3D3D3D3秦秦秦秦ウウウウイイイインンンンググググ 2222

大大大大 篠篠篠篠 １組１位１組１位１組１位１組１位 １組２位１組２位１組２位１組２位

D4D4D4D4

十十十十 市市市市

5555 野野野野 市市市市 男男男男 子子子子

嶺嶺嶺嶺 北北北北

B4B4B4B4B5B5B5B5

B2B2B2B2

9999

8888

鴨鴨鴨鴨 田田田田7777

越越越越 知知知知6666

B3B3B3B3

大大大大 津津津津

フフフフ レレレレ ンンンン ズズズズ
横横横横 浜浜浜浜

高高高高 須須須須

1111

5555

4444

中中中中 村村村村

21-15
21-14

21-6
21-19

21-11
21-6

21-14
21-16

21-13
21-７

21-15
21-14

21-13
18-21
15-12

21-12
14-21
15-9

21-10
21-8

21-16
21-13

21-16
21-17

21-9
21-8

21-11
21-13

13-21
21-16
15-11

21-17
21-16

21-17
15-21
15-8


