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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

女子の部　　野市青少年センター女子の部　　野市青少年センター女子の部　　野市青少年センター女子の部　　野市青少年センター

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　　野市青少年センター男子の部　　野市青少年センター男子の部　　野市青少年センター男子の部　　野市青少年センター

優　勝優　勝優　勝優　勝  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 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 　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 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

低学年の部　　香我美トレーニングセンター低学年の部　　香我美トレーニングセンター低学年の部　　香我美トレーニングセンター低学年の部　　香我美トレーニングセンター

C3C3C3C3 D3D3D3D3

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 　大津ＪＶＣ　大津ＪＶＣ　大津ＪＶＣ　大津ＪＶＣ

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 　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
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