
芸西憩ケ丘体育館

主催

後援

協賛 　株式会社

　　　　体罰・暴力・暴言などのない笑顔と歓声のあふれる大会をみんなで創りましょう！！

　　８：３０～　　開場２ 月 ２ ６ 日 （ 日 ）

高知県小学校体育連盟・高知新聞社・RKC高知放送

NHK高知放送局・KUTVテレビ高知・芸西村教育委員会

　モ　ル　テ　ン

　　　　　高知県小学生バレーボール連盟　調停委員会

高知県教育委員会・高知市教育委員会・（公財）高知県スポーツ協会

第 ４ １ 回

開催日時 ２ ０ ２ ３ 年 ２ 月 ２ ５ 日 （ 土 ） 　　８：３０～　　開場

高知県バレーボール協会

高知県小学生バレーボール連盟（http://k-volley.sakura.ne.jp/hoge/junior/）

高 知 県 小 学 生 バ レ ー ボ ー ル

新 人 大 会

県立青少年センター（野市）

県立青少年センター（野市）



主　　　　催

後　　　　援

協　　　　賛 株式会社

期日及び会場 8:30:00 開場

試合会場

8:30:00 開場

試合会場

参加資格

チーム構成

但し　（　監督は兼任できない　監督は兼任できない　監督は兼任できない　監督は兼任できない　）

競 技 規 則

競 技 方 法

使　用　球

表　　　　彰 各部門１～３位

申込締切日

申し込み先

申し込み方法

参　加　料

抽　　　　選

注 意 事 項

③各チーム1名、各試合会場の設営各試合会場の設営各試合会場の設営各試合会場の設営、運営に協力し、大会終了まで残る事とする。

男　　　 子 優勝　 野市JVC 　準優勝 鴨田VSS ３位 秦ウイング

女　　　 子 優勝　 鴨田VSS 　準優勝 高須JVC ３位 泉野VC/野市JVC

混　　　 合 優勝　 TOSAJVC　準優勝 十津JVC ３位 泉野VC/中村クラブ

低　学　年 優勝　 大津JVC 　準優勝 鴨田VSS ３位 野市東/はりまや橋

２５日（土） ＡＭ　８：３０

２６日（日） ＡＭ　８：３０

問い合わせ先 ℡　（090）5278-6255

④各チームは、プラカードプラカードプラカードプラカードを持参すること。（縦２０ｃｍ×横５０ｃｍ×総高さ１ｍ）

　（注）複数チーム申し込みしている場合、締め切り日後のチーム間での選手の変更はできないチーム間での選手の変更はできないチーム間での選手の変更はできないチーム間での選手の変更はできない。

⑥追加、変更届けは　開会式までに出すこと。

②試合中の事故は、全て各チームで責任を負うこと。（スポーツ保険に加入のこと）

試合会場

⓾コロナ対策を徹底すること。コロナチェックシートはホームページよりダウンロードしてください。

⑫その他不明な点は、問い合わせてください。

⑦各部門の入賞チームは、春季選手権大会のシードチームとする。(低学年の部は除く）

⑤監督、コーチ、マネージャーは各章を左胸につけ、同一服装同一服装同一服装同一服装にてベンチ入りのこと。

第４１回高知県小学生バレーボール新人大会開催要項第４１回高知県小学生バレーボール新人大会開催要項第４１回高知県小学生バレーボール新人大会開催要項第４１回高知県小学生バレーボール新人大会開催要項

高知県バレーボール協会 高知県小学生バレーボール連盟

高知県教育委員会　　高知市教育委員会　（公財）高知県スポーツ協会　　高知県小学校体育連盟

芸西村教育委員会　ＲＫＣ高知放送　高知新聞社　ＮＨＫ高知放送局　KUTVテレビ高知　各申請中　

県立青少年センター

岡上　文司 高知市福井町 637-15

　　　　　　　　★準備の為、各チーム１名は各試合会場に下記の時間に集合してください。

⑧ベンチスタッフ１名以上は受講証明書(２次講習以上)を胸に下げること受講証明書(２次講習以上)を胸に下げること受講証明書(２次講習以上)を胸に下げること受講証明書(２次講習以上)を胸に下げること。

⑨各会場準備出来次第監督、代表者会を行う。

高知県小学生バレーボール連盟に２０２2年度、登録している加盟団体及び選手。

低　 学 　年　の 部 ４　年　生　以　下　

２０２３年２月３日(金）　19：00迄　　　　　　　◎　欠場チームも連絡してください。

代理抽選

１日目予選リーグ戦・２日目決勝トーナメント戦、全試合３セットマッチとする。

①申し込み締切日以降の受付は認めない。

モルテン

試合会場

　　　　　　　　★前年度の入賞チームは、優勝旗、カップを返還すること。

５　年　生　以　下　

１チーム　　４，０００円　　　（当日会場にて）

  【男、女、混合でもよい】

各部門とも、２０２２年度日本バレーボール協会の定める小学生バレーボールフリーポジション制競

技規則により行う。

監督１名、コーチ１名、マネージャー１名、選手１２名以内とする。

〒780-8052　　高知市鴨部２丁目２１番地４７号　　松崎　賀美　宛　　℡　（088）844-7530

所定の申し込み用紙にて、申し込むこと。　　　［FAXは受け付けませんFAXは受け付けませんFAXは受け付けませんFAXは受け付けません］

各　部　門　、加　盟　団　体　1　チ　ー　ム　と　す　る　。【混合を2チームは認めない】

混　　合　　の　  部 ５　年　生　以　下　

監督、コーチ、マネージャーのうち２名以上は成人であること。

男　　子　　の　　部

女　　子　　の　　部

５　年　生　以　下　

各会場

モ ル テ ン

　　　　　　　　２６日（日）

２０２３年２月２５日（土）

県立青少年センター・芸西憩ケ丘体育館

各会場



入野　倫和

岡田記代子

濱田　有一

美馬　義一 五百蔵　隆

竹村　和男

依光　正純 福留　美子

明神　裕司

林　　文彦 和田　浩二 浅井　良宏 山崎　泰幸

岡上　文司

西村　　孝 島田　　協 伊能　隆博 右城　暢也

西山　大輔 阿波谷　健太

水野　克彦

橋本　圭 松本　定明 永木　寛 山下　聖

西内　雄一 金子　浩 北村　博史

川村　　憲

藤村　京子 西内　紗和

中村　泰資

松崎　賀美

大 会 副 委 員 長

大 会 委 員

競 技 委 員

大 会 役 員

名 誉 会 長

顧 問

大 会 会 長

大 会 副 会 長

大 会 委 員 長

高知県バレーボール協会常務理事

高知県小学生バレーボール連盟理事

高知県小学生バレーボール連盟理事

審 判 副 委 員 長

審 判 委 員

総 務 委 員 長

高知県小学生バレーボール連盟理事

総 務 副 委 員 長

事 務 局

総 務 委 員

指導普及委員長

指導普及副委員長

審 判 委 員 長

競 技 副 委 員 長

競 技 委 員 長



1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

選 手 入 場

開 式 通 告

開 会 宣 言

優 勝 旗 ・ カ ッ プ 返 還

大 会 長 挨 拶

選 手 退 場

審 判 委 員 長 注 意

選 手 宣 誓

閉 式 通 告

閉 式 通 告

選 手 退 場

開 式 通 告

成 績 発 表

表 彰

大 会 長 挨 拶

式 次 第

開 会 式

閉 会 式



高知県小学生バレーボールページ高知県小学生バレーボールページ高知県小学生バレーボールページ高知県小学生バレーボールページ http://k-volley.sakura.ne.jp/hoge/junior/ http://k-volley.sakura.ne.jp/hoge/junior/ http://k-volley.sakura.ne.jp/hoge/junior/ http://k-volley.sakura.ne.jp/hoge/junior/

令和５年２月２５日～２６日令和５年２月２５日～２６日令和５年２月２５日～２６日令和５年２月２５日～２６日

試合会場試合会場試合会場試合会場 県立青少年センター・芸西憩ヶ丘運動公園体育館（25日混合予選）県立青少年センター・芸西憩ヶ丘運動公園体育館（25日混合予選）県立青少年センター・芸西憩ヶ丘運動公園体育館（25日混合予選）県立青少年センター・芸西憩ヶ丘運動公園体育館（25日混合予選）

＊コロナチェックシートの提出お願いします。＊コロナチェックシートの提出お願いします。＊コロナチェックシートの提出お願いします。＊コロナチェックシートの提出お願いします。

＊開会式で選手宣誓があります。＊開会式で選手宣誓があります。＊開会式で選手宣誓があります。＊開会式で選手宣誓があります。

県立青少年センター県立青少年センター県立青少年センター県立青少年センター 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

芸西憩ヶ丘体育館　　芸西憩ヶ丘体育館　　芸西憩ヶ丘体育館　　芸西憩ヶ丘体育館　　 北川JVC北川JVC北川JVC北川JVC

大会試合球　大会試合球　大会試合球　大会試合球　 モルテンモルテンモルテンモルテン

8:30～　設営（県立青少年センター・芸西憩ヶ丘体育館）8:30～　設営（県立青少年センター・芸西憩ヶ丘体育館）8:30～　設営（県立青少年センター・芸西憩ヶ丘体育館）8:30～　設営（県立青少年センター・芸西憩ヶ丘体育館）

8:30～　開場（各会場）8:30～　開場（各会場）8:30～　開場（各会場）8:30～　開場（各会場）

9:00～　開会式（各会場）9:00～　開会式（各会場）9:00～　開会式（各会場）9:00～　開会式（各会場）

男子の部　男子の部　男子の部　男子の部　

　　25・26日　リーグ戦　　青少年センターメイン　Aコート　　25・26日　リーグ戦　　青少年センターメイン　Aコート　　25・26日　リーグ戦　　青少年センターメイン　Aコート　　25・26日　リーグ戦　　青少年センターメイン　Aコート

1111

A1

A3

A6A6A6A6 A8A8A8A8

2222 A7A7A7A7 5555

A4

A5

3333 4444

A2

－－－－ －－－－

A1 －－－－ A6A6A6A6 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

A2 －－－－ A7A7A7A7 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

A3 －－－－ A8A8A8A8 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

A4 －－－－ A9A9A9A9 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

A5 －－－－ A10A10A10A10 －－－－

－－－－ －－－－

予選試合結果予選試合結果予選試合結果予選試合結果

勝 負 勝 負

　優　勝　優　勝　優　勝　優　勝 　　準優勝　　準優勝　　準優勝　　準優勝

　第3位　第3位　第3位　第3位 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

秦秦秦秦 ウウウウ イイイイ ンンンン ググググ

野野野野 市市市市 東東東東 はははは りりりり まままま やややや 橋橋橋橋

横横横横 浜浜浜浜 新新新新 町町町町 鴨鴨鴨鴨 田田田田

セット率 得失点率 順位順位順位順位 セット率 得失点率 順位順位順位順位

2月25日2月25日2月25日2月25日

はりまや橋はりまや橋はりまや橋はりまや橋野市東野市東野市東野市東

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング 鴨田鴨田鴨田鴨田 野市東野市東野市東野市東

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町 野市東野市東野市東野市東 横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町

第４１回高知県小学生バレーボール新人大会第４１回高知県小学生バレーボール新人大会第４１回高知県小学生バレーボール新人大会第４１回高知県小学生バレーボール新人大会

決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町

　１日目細字　　２日目太字２日目太字２日目太字２日目太字

試合組合せ・結果試合組合せ・結果試合組合せ・結果試合組合せ・結果

A9A9A9A9

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング

野市東野市東野市東野市東 鴨田鴨田鴨田鴨田

野市東野市東野市東野市東 秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング

鴨田鴨田鴨田鴨田 はりまや橋はりまや橋はりまや橋はりまや橋

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町 はりまや橋はりまや橋はりまや橋はりまや橋

A10A10A10A10

はりまや橋はりまや橋はりまや橋はりまや橋

はりまや橋はりまや橋はりまや橋はりまや橋

鴨田鴨田鴨田鴨田

鴨田鴨田鴨田鴨田



女子の部　　女子の部　　女子の部　　女子の部　　

1111 4444 7777

B5 B1 B6 B2 C5 C1

2222 3333 5555 6666 8888 9999

予選１組予選１組予選１組予選１組 予選２組予選２組予選２組予選２組

－－－－ －－－－

B1 －－－－ B2 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

B3 －－－－ B4 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

B5 －－－－ B6 －－－－

－－－－ －－－－

予選３組予選３組予選３組予選３組

－－－－

C1 －－－－

－－－－

－－－－

C3 －－－－

－－－－

－－－－

C5 －－－－

－－－－

予選試合結果予選試合結果予選試合結果予選試合結果

予選１組予選１組予選１組予選１組 勝 負 予選２組予選２組予選２組予選２組 勝 負

予選３組予選３組予選３組予選３組 勝 負

朝風朝風朝風朝風

　　各組1・2位が決勝トーナメントへ　　各組1・2位が決勝トーナメントへ　　各組1・2位が決勝トーナメントへ　　各組1・2位が決勝トーナメントへ

　　25日　予選リーグ　　青少年センターメイン・サブ　B・Cコート　　25日　予選リーグ　　青少年センターメイン・サブ　B・Cコート　　25日　予選リーグ　　青少年センターメイン・サブ　B・Cコート　　25日　予選リーグ　　青少年センターメイン・サブ　B・Cコート

朝朝朝朝 風風風風

セット率

高高高高 須須須須

秦秦秦秦 ウウウウ イイイイ ンンンン ググググ

順位順位順位順位得失点率

はははは りりりり まままま やややや 橋橋橋橋

横横横横 浜浜浜浜 新新新新 町町町町

野野野野 市市市市

野野野野 市市市市 東東東東

得失点率

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング 朝風朝風朝風朝風

旭旭旭旭

順位順位順位順位

鴨鴨鴨鴨 田田田田

セット率

鴨田鴨田鴨田鴨田

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町 野市野市野市野市

高須高須高須高須 朝風朝風朝風朝風

順位順位順位順位セット率 得失点率

高須高須高須高須 秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング

旭旭旭旭 はりまや橋はりまや橋はりまや橋はりまや橋野市野市野市野市 野市東野市東野市東野市東

鴨田鴨田鴨田鴨田

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング

高須高須高須高須

予選３組

C3

旭旭旭旭

野市東野市東野市東野市東

野市東野市東野市東野市東

はりまや橋はりまや橋はりまや橋はりまや橋

旭旭旭旭 はりまや橋はりまや橋はりまや橋はりまや橋

試合組合せ・結果試合組合せ・結果試合組合せ・結果試合組合せ・結果

鴨田鴨田鴨田鴨田

B3 B4

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町

予選1組 予選２組

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町

野市野市野市野市



混合の部混合の部混合の部混合の部

予選リーグ　　　　体育館予選リーグ　　　　体育館予選リーグ　　　　体育館予選リーグ　　　　体育館

　　　　　　　　　　　　　　　　各組上位２チームが決勝トーナメント進出　　　　　　　　　　　　　　　　　各組上位２チームが決勝トーナメント進出　　　　　　　　　　　　　　　　　各組上位２チームが決勝トーナメント進出　　　　　　　　　　　　　　　　　各組上位２チームが決勝トーナメント進出　

1111 E1 4444 5555 F2 8888 9999

E4 E5 F4 F5 E6 F1

予選1組 予選2組

  

2222 E2     3333 6666 F3     7777 10101010 11111111

予選１組予選１組予選１組予選１組 予選２組予選２組予選２組予選２組

－－－－ －－－－

E1 －－－－ F2 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

E2 －－－－ F3 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

E4 －－－－ F4 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

E5 －－－－ F5 －－－－

－－－－ －－－－

予選３組予選３組予選３組予選３組

－－－－

F1 －－－－

－－－－

－－－－

E3 －－－－

－－－－

－－－－

E6 －－－－

－－－－

予選試合結果予選試合結果予選試合結果予選試合結果

予選１組予選１組予選１組予選１組 勝 負 予選２組予選２組予選２組予選２組 勝 負

予選３組予選３組予選３組予選３組 勝 負

三和三和三和三和 十津十津十津十津

嶺北嶺北嶺北嶺北 大津大津大津大津

野市野市野市野市 TOSATOSATOSATOSA 越知越知越知越知 泉野泉野泉野泉野

　　25日　予選リーグ　　芸西憩ヶ丘体育館　E・Fコート　　25日　予選リーグ　　芸西憩ヶ丘体育館　E・Fコート　　25日　予選リーグ　　芸西憩ヶ丘体育館　E・Fコート　　25日　予選リーグ　　芸西憩ヶ丘体育館　E・Fコート

　　各組1・2位が決勝トーナメントへ　　各組1・2位が決勝トーナメントへ　　各組1・2位が決勝トーナメントへ　　各組1・2位が決勝トーナメントへ

北川北川北川北川

TOSATOSATOSATOSA 越知越知越知越知 泉野泉野泉野泉野

予選３組

E3

池川池川池川池川 越知越知越知越知

TOSATOSATOSATOSA 大津大津大津大津

試合組合せ・結果試合組合せ・結果試合組合せ・結果試合組合せ・結果

嶺北嶺北嶺北嶺北 大津大津大津大津 池川池川池川池川 一ツ橋一ツ橋一ツ橋一ツ橋

野市野市野市野市

北川北川北川北川 十津十津十津十津

三和三和三和三和 十津十津十津十津

嶺北嶺北嶺北嶺北 野市野市野市野市

北川北川北川北川 三和三和三和三和

セット率 得失点率 順位順位順位順位 セット率 得失点率 順位順位順位順位

嶺嶺嶺嶺 北北北北 池池池池 川川川川

泉泉泉泉 野野野野

野野野野 市市市市 越越越越 知知知知

大大大大 津津津津

TOSATOSATOSATOSA

北北北北 川川川川

セット率 得失点率 順位順位順位順位

十十十十 津津津津

三三三三 和和和和

池川池川池川池川 一ツ橋一ツ橋一ツ橋一ツ橋

泉野泉野泉野泉野 一ツ橋一ツ橋一ツ橋一ツ橋

一一一一 ツツツツ 橋橋橋橋



低学年の部低学年の部低学年の部低学年の部

C6 C2 D5 D1 D6 D2

2 3 5 6 8 9

予選１組予選１組予選１組予選１組 予選２組予選２組予選２組予選２組

－－－－ －－－－

C2 －－－－ D1 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

C4 －－－－ D3 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

C6 －－－－ D5 －－－－

－－－－ －－－－

予選３組予選３組予選３組予選３組

－－－－

D2 －－－－

－－－－

－－－－

D4 －－－－

－－－－

－－－－

D6 －－－－

－－－－

予選試合結果予選試合結果予選試合結果予選試合結果

予選１組予選１組予選１組予選１組 勝 負 予選２組予選２組予選２組予選２組 勝 負

予選３組予選３組予選３組予選３組 勝 負

　　各組1・2位が決勝トーナメントへ　　各組1・2位が決勝トーナメントへ　　各組1・2位が決勝トーナメントへ　　各組1・2位が決勝トーナメントへ

試合組合せ・結果試合組合せ・結果試合組合せ・結果試合組合せ・結果

十市十市十市十市 伊与喜伊与喜伊与喜伊与喜 はりまや橋はりまや橋はりまや橋はりまや橋 秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング

　　25日　予選リーグ　　青少年センターサブ　C・Dコート　　25日　予選リーグ　　青少年センターサブ　C・Dコート　　25日　予選リーグ　　青少年センターサブ　C・Dコート　　25日　予選リーグ　　青少年センターサブ　C・Dコート

はりまや橋 窪川

中村中村中村中村 伊与喜伊与喜伊与喜伊与喜 朝風朝風朝風朝風 秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング

十市十市十市十市 中村中村中村中村 はりまや橋はりまや橋はりまや橋はりまや橋 朝風朝風朝風朝風

得失点率 順位順位順位順位

窪川窪川窪川窪川 鴨田鴨田鴨田鴨田

野市野市野市野市 鴨田鴨田鴨田鴨田

窪川窪川窪川窪川 野市野市野市野市

はははは りりりり まままま やややや 橋橋橋橋

セット率 得失点率 順位順位順位順位 セット率

中中中中 村村村村 朝朝朝朝 風風風風

十十十十 市市市市

秦秦秦秦 ウウウウ イイイイ ンンンン ググググ

セット率 得失点率 順位順位順位順位

窪窪窪窪 川川川川

伊伊伊伊 与与与与 喜喜喜喜

野野野野 市市市市

鴨鴨鴨鴨 田田田田

伊与喜 秦ウイング

1 4 7

十市

予選1組 予選2組 予選3組

野市朝風 鴨田

C4 D3 D4

中村



決勝トーナメント　　　県立青少年センター決勝トーナメント　　　県立青少年センター決勝トーナメント　　　県立青少年センター決勝トーナメント　　　県立青少年センター

26日県立青少年センター体育館  8:30開場26日県立青少年センター体育館  8:30開場26日県立青少年センター体育館  8:30開場26日県立青少年センター体育館  8:30開場

女子の部　女子の部　女子の部　女子の部　

優　勝優　勝優　勝優　勝 準優勝準優勝準優勝準優勝

第３位第３位第３位第３位 第３位第３位第３位第３位

混合の部　混合の部　混合の部　混合の部　

優　勝優　勝優　勝優　勝 準優勝準優勝準優勝準優勝

第３位第３位第３位第３位 第３位第３位第３位第３位

優　勝優　勝優　勝優　勝 準優勝準優勝準優勝準優勝

第３位第３位第３位第３位 第３位第３位第３位第３位

4444

D2D2D2D2

C1C1C1C1

C3C3C3C3

C2C2C2C2

D3D3D3D3

低学年の部　低学年の部　低学年の部　低学年の部　

2222

D4D4D4D4

1111

3333

2222

1111

6666

6666

5555

3333

C5C5C5C5

4444

5555

1111

2222

B1B1B1B1

4444

B3B3B3B3

B4B4B4B4

B5B5B5B5

C4C4C4C4

B2B2B2B2

5555

D5D5D5D5

D1D1D1D1

3333 6666



新　人　大　会　　　歴　代　人　賞　チ　ー　ム新　人　大　会　　　歴　代　人　賞　チ　ー　ム新　人　大　会　　　歴　代　人　賞　チ　ー　ム新　人　大　会　　　歴　代　人　賞　チ　ー　ム

１６回 優　勝 準優勝

女子高学年 香　北 十　市 一ツ橋 中　村

男　　子 鴨　田 初　月 朝　風

女子低学年 本　山 伊与喜 窪　川 中　村

１７回 優　勝 準優勝

女子高学年 香　北 鴨　田 大　篠 伊与喜

男　　子 初　月 大　篠 野　市 高　須

女子低学年 窪　川 本　山 野　市 十　市

１８回 優　勝 準優勝

女子高学年 鴨　田 香　北 大正田野々 野　市

男　　子 初　月 舟　入 野市東 神　田

女子低学年 窪　川 十　市 神　田 大正田野々

１９回 優　勝 準優勝

女子高学年 中　村 窪　川 野　市 大正田野々

男　　子 野　市 舟　入 大　津 佐　古

女子低学年 舟　入 野　市 十　市 神　田

男　子　Ｂ 野　市 舟　入

２０回 優　勝 準優勝

女子高学年 香　北 中　村 舟　入 泉　野

男　　子 野　市 舟　入 神　田 佐　古

女子低学年 大　津 中　村 三　和 池　川

男　子　Ｂ 野　市 朝　風

２１回 優　勝 準優勝

女　　子 香　北 泉　野 大　津 十　市

男　　子 野　市 野市東 舟　入 鴨　田

女子低学年 香　北 野　市 鴨　田 大　津

男　子　Ｂ 泉　野 旭　東 介良潮見台 大　篠

２２回 優　勝 準優勝

女　　子 大　篠 中　村 本　山 秦

男　　予 野　市 鴨　田 高　須 舟　入

低　学　年 本　山 大　津 野市東 横　浜

２３回 優　勝 準優勝

女　　子 香　北 大　津 野市東 中　村

男　　子 大　篠 鴨　田 高　須 野市東

低　学　年 野市東 大　津 初　月 泉　野

２４回 優　勝 準優勝

女　　子 中　村 野市東 甲　浦 香　北

男　　子 鴨　田 高　須 野市東 介良潮見台

低　学　年 初　月 十　市 伊与喜 朝　風

２５回 優　勝 準優勝

女　　子 中　村 野　市 大　篠 大　津

男　　子 大　篠 野　市 横浜新町 岸本月見山

低　学　年 十　市 中　村 伊与喜 大　篠

２６回 優　勝 準優勝

女　　子 野市東 伊与喜 大正田野々 安　芸

男　　子 大　篠 横浜新町 鴨　田 舟　入

低　学　年 野市東 越知ｴﾝｼﾞｪﾙｽﾞ 潮江南 大　篠

２７回 優　勝 準優勝

女　　子 中　村 大　篠 佐　賀 伊与喜

男　　子 大　篠 野　市 横浜新町 鴨　田

低　学　年 野市東 安　芸 越知ｴﾝｼﾞｪﾙｽﾞ 嶺　北

２８回 優　勝 準優勝

女　　子 大　篠 大　方 香美香北 鴨　田

男　　子 大　篠 横浜新町 泉　野 中　村

低　学　年 泉　野 越知ｴﾝｼﾞｪﾙｽﾞ 野市東 TOSA

２００６年［平成１８年］２月２５・２６日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０１０年［平成２２年］２月２０・２１日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

１９９８年［平成１０年］２月２２日　会場　　　　鴨田・神田・朝風

第　３　位

１９９９年［平成１１年］２月２７・２８日　会場　　　　高知市総合体育館

第　３　位

２００８年［平成２０年］２月２３・２４日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２００３年［平成１５年］２月２２・２３日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２００４年［平成１６年］２月２８・２９日　会場　　　　野市青少年センター

第　３　位

２００９年［平成２１年］２月２１・２２日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０００年［平成１２年］２月２６・２７日　会場　　　　高知市総合体育館

第　３　位

２００１年［平成１３年］２月２４・２５日　会場　　　高知市総合体育館

第　３　位

２００５年［平成１７年］２月２６・２７日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２００２年［平成１４年］２月２３・２４日　会場　　　　高知市総合体育館

第　３　位

２００７年［平成１９年］２月２４・２５日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位



２９回 優　勝 準優勝

女　　子 中　村 秦 泉　野 窪　川

男　　子 泉　野 野　市 大　篠 鴨　田

低　学　年 佐　賀 中　村 潮江南 大　津

３０回 優　勝 準優勝

女　　子 中　村 大　篠 野市東 潮江南

男　　子 大　篠 舟　入 中　村 介良潮見台

低　学　年 野市東 中　村 野　市 鴨　田

３１回 優　勝 準優勝

女　　子 中　村 野　市 香美香北 伊与喜

男　　子 大　篠 中　村 介良潮見台 野　市

低　学　年 フレンズ横浜 野　市 鴨　田 中　村

３２回 優　勝 準優勝

女　　子 フレンズ横浜 介良潮見台 中　村 鴨　田

男　　子 大　篠 泉　野 野　市 パンサーズ

低　学　年 鴨　田 中　村 十市 野　市

３３回 優　勝 準優勝

女　　子 中　村 フレンズ横浜 大　方 越　知

男　　子 大　篠 野　市 中　村 泉　野

低　学　年 大正田野々 土　佐 中　村

３４回 優　勝 準優勝

女　　子 中　村 十市 舟　入 フレンズ横浜

男　　子 舟　入 鴨　田 野　市

混　　合 大正田野々 泉　野 土　佐

低　学　年 潮江南 秦ウィング 大　津 横浜新町

３５回 優　勝 準優勝

女　　子 十市 野市東 春　野 大　津

男　　子 鴨　田 大　篠 野　市

混　　合 中　村 高　須 パンサーズ 芸　西

低　学　年 横浜新町 ＴＯＳＡ 一ツ橋

３６回 優　勝 準優勝

女　　子 野市東 嶺北 鴨　田 フレンズ横浜

男　　子 大　篠 野　市 舟　入

混　　合 中　村 芸　西 池　川

低　学　年 ＴＯＳＡ 高　須 香美香北 舟　入

３７回 優　勝 準優勝

女　　子 伊与喜 嶺　北 十　津 嶺北

男　　子 鴨　田 舟　入 三　和

混　　合 春　野 高　須 TOSA 池　川

低　学　年 泉　野 大　篠 越　知

３８回 優　勝 準優勝

女　　子 伊与喜 清　水 十　市 舟　入

男　　子 舟　入 秦ウイング 三　和

混　　合 泉　野 池　川 野　市 横浜新町

低　学　年 泉　野 越　知 横浜新町 香美香北

３９回 優　勝 準優勝

女　　子 泉　野 横浜新町 十　市 一ツ橋

男　　子 池　川 野　市 鴨　田

混　　合 越　知 横浜新町 三　和 嶺　北

低　学　年 泉　野 ＴＯＳＡ 北　川 鴨　田

４０回 優　勝 準優勝

女　　子 鴨　田 高　須 泉　野 野　市

男　　子 野　市 鴨　田 秦ウィング

混　　合 ＴＯＳＡ 十　津 泉　野 中　村

低　学　年 大　津 鴨　田 野市東 はりまや橋

２０１２年［平成２４年］２月１８・１９日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０１３年［平成２５年］２月１６・１７日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０１４年［平成２６年］２月１５・１６日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０２１年［令和３年］２月２０・２１日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０１９年［平成３１年］２月９・１０日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０１６年［平成２8年］２月１３・１４日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０１７年［平成２９年］２月１８・１９日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０１１年［平成２３年］２月１９・２０日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０１５年［平成２７年］２月１４・１5日　会場　　　南国スポーツセンター

第　３　位

２０２２年［令和４年］４月９・１０日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０２０年［令和２年］２月１５・１６日　会場　　　野市青少年センター

第　３　位

２０１８年［平成３０年］２月１７・１８日　会場　　　高知市総合体育館

第　３　位


