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女子の部　女子の部　女子の部　女子の部　

優　勝優　勝優　勝優　勝 　秦SSVC　秦SSVC　秦SSVC　秦SSVC 準優勝準優勝準優勝準優勝 　野市東クラブ　野市東クラブ　野市東クラブ　野市東クラブ

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 第３位第３位第３位第３位 　嶺北ジュニアバレーボールクラブ　嶺北ジュニアバレーボールクラブ　嶺北ジュニアバレーボールクラブ　嶺北ジュニアバレーボールクラブ

優　勝優　勝優　勝優　勝 　高知クラブ　高知クラブ　高知クラブ　高知クラブ 準優勝準優勝準優勝準優勝 　ＴＯＳＡジュニアバレーボールクラブ　ＴＯＳＡジュニアバレーボールクラブ　ＴＯＳＡジュニアバレーボールクラブ　ＴＯＳＡ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 　舟入ジュニアバレーボールクラブ　舟入ジュニアバレーボールクラブ　舟入ジュニアバレーボールクラブ　舟入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 　泉野バレーボールクラブ　泉野バレーボールクラブ　泉野バレーボールクラブ　泉野バレーボールクラブ 準優勝準優勝準優勝準優勝 　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 　越知エンジェルズ　越知エンジェルズ　越知エンジェルズ　越知エンジェルズ 第３位第３位第３位第３位 　窪川ジュニアバレーボールクラブ　窪川ジュニアバレーボールクラブ　窪川ジュニアバレーボールクラブ　窪川ジュニアバレーボールクラブ

秦秦秦秦 SSVCSSVCSSVCSSVC

高高高高 知知知知 クククク ララララ ブブブブ2222鴨鴨鴨鴨 田田田田 4444

H1H1H1H1

G2G2G2G2

舟舟舟舟 入入入入4444

5555 嶺嶺嶺嶺 北北北北

横横横横 浜浜浜浜 新新新新 町町町町

泉泉泉泉 野野野野

1111

野野野野 市市市市 東東東東 2222

G3G3G3G3

G6G6G6G6

G1G1G1G1

ＴＴＴＴ ＯＯＯＯ ＳＳＳＳ ＡＡＡＡ

3333

1111

男子・混合の部　男子・混合の部　男子・混合の部　男子・混合の部　

舟舟舟舟 入入入入3333

G4G4G4G4

6666

H2H2H2H2
H5H5H5H5

泉泉泉泉 野野野野 1111 鴨鴨鴨鴨 田田田田

H3H3H3H3 H4H4H4H4

越越越越 知知知知 2222 4444

3333

窪窪窪窪 川川川川

H6H6H6H6

１部決勝トーナメント　　　鴨田小学校体育館１部決勝トーナメント　　　鴨田小学校体育館１部決勝トーナメント　　　鴨田小学校体育館１部決勝トーナメント　　　鴨田小学校体育館

17-21
21-4
15-11

21-13
14-21
15-11

21-9
21-19

13-21
21-15
15-11

19-21
21-6
15-12

21-14
21-12

21-3
21-8

21-17
18-21
15-6

21-7
21-8

21-3
21-15

21-16
21-5



２部決勝トーナメント２部決勝トーナメント２部決勝トーナメント２部決勝トーナメント

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 　香美香北ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ　香美香北ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ　香美香北ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ　香美香北ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第３位第３位第３位第３位 　秦ウイング　秦ウイング　秦ウイング　秦ウイング 第３位第３位第３位第３位 　伊与喜JVBC　伊与喜JVBC　伊与喜JVBC　伊与喜JVBC

優　勝優　勝優　勝優　勝 　高須ジュニアバレーボールクラブ　高須ジュニアバレーボールクラブ　高須ジュニアバレーボールクラブ　高須ジュニアバレーボールクラブ 準優勝準優勝準優勝準優勝 　パンサーズ　パンサーズ　パンサーズ　パンサーズ

第３位第３位第３位第３位 　大津ジュニアバレーボールクラブ　大津ジュニアバレーボールクラブ　大津ジュニアバレーボールクラブ　大津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 　はりまや橋JVC　はりまや橋JVC　はりまや橋JVC　はりまや橋JVC

　

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 　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 準優勝準優勝準優勝準優勝 　秦ウイング　秦ウイング　秦ウイング　秦ウイング

第３位第３位第３位第３位 　一ツ橋ジュニアバレーボールクラブ　一ツ橋ジュニアバレーボールクラブ　一ツ橋ジュニアバレーボールクラブ　一ツ橋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

香香香香 美美美美 香香香香 北北北北

秦秦秦秦ウウウウイイイインンンンググググ 1111 6666 清清清清 水水水水

2222介介介介良良良良潮潮潮潮見見見見台台台台 7777
C3C3C3C3

C4C4C4C4 D4D4D4D4

D1D1D1D1
C5C5C5C5

大大大大 方方方方 3333

C1C1C1C1

大大大大 篠篠篠篠

高高高高 須須須須 4444 パパパパンンンンササササーーーーズズズズ

男子・混合の部男子・混合の部男子・混合の部男子・混合の部

1111

B2B2B2B2

十十十十 市市市市 5555

1111 3333

10101010

三三三三 和和和和

横横横横 浜浜浜浜 新新新新 町町町町

6666

鴨鴨鴨鴨 田田田田

3333

A1A1A1A1

大大大大 津津津津

朝朝朝朝 風風風風 4444

8888 伊伊伊伊 与与与与 喜喜喜喜

D3D3D3D3
9999 十十十十 津津津津

はははは りりりり まままま やややや

A2A2A2A2

B1B1B1B1

池池池池 川川川川5555

E2E2E2E2

秦秦秦秦ウウウウイイイインンンンググググ 2222 一一一一 ツツツツ 橋橋橋橋4444E3E3E3E3

E1E1E1E1

横浜新町小学校体育館横浜新町小学校体育館横浜新町小学校体育館横浜新町小学校体育館

高須小学校体育館高須小学校体育館高須小学校体育館高須小学校体育館

初月小学校体育館初月小学校体育館初月小学校体育館初月小学校体育館

A3A3A3A3

C2C2C2C2

D2D2D2D2

2222

18-21
21-15
15-5

21-13
21-13

21-13
21-8

21-6
21-7

10-21
21-19
15-7

21-9
21-13

21-8
21-8

21-19
21-13

21-5
21-18

22-20
21-14

21-17
19-21
15-11

21-13
21-16

22-20
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21-16
21-13

21-18
21-18

21-16
21-19

21-10
21-12


