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ᕊᕊᕊᕊ 㻞 㻜 Ⰻ₻ぢྎⰋ₻ぢྎⰋ₻ぢྎⰋ₻ぢྎ 㻝 㻝 㻞

⛙䜴䜲䞁䜾⛙䜴䜲䞁䜾⛙䜴䜲䞁䜾⛙䜴䜲䞁䜾 㻜 㻞 䝣䝺䞁䝈ᶓ䝣䝺䞁䝈ᶓ䝣䝺䞁䝈ᶓ䝣䝺䞁䝈ᶓ 㻞 㻜 㻝

ண㑅䠓⤌ண㑅䠓⤌ண㑅䠓⤌ண㑅䠓⤌  ㈇

₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡ 㻜 㻞

ΎỈΎỈΎỈΎỈ 㻝 㻝

⯚ධ⯚ධ⯚ධ⯚ධ 㻞 㻜

㻌

Ἠ㔝Ἠ㔝Ἠ㔝Ἠ㔝 ⛙䜴䜲䞁䜾⛙䜴䜲䞁䜾⛙䜴䜲䞁䜾⛙䜴䜲䞁䜾 䛿䜚䜎䜔ᶫ䛿䜚䜎䜔ᶫ䛿䜚䜎䜔ᶫ䛿䜚䜎䜔ᶫ
䝣䝺䞁䝈ᶓ䝣䝺䞁䝈ᶓ䝣䝺䞁䝈ᶓ䝣䝺䞁䝈ᶓ


ᕊᕊᕊᕊ ⛙䜴䜲䞁䜾⛙䜴䜲䞁䜾⛙䜴䜲䞁䜾⛙䜴䜲䞁䜾 Ⰻ₻ぢྎⰋ₻ぢྎⰋ₻ぢྎⰋ₻ぢྎ
䝣䝺䞁䝈ᶓ䝣䝺䞁䝈ᶓ䝣䝺䞁䝈ᶓ䝣䝺䞁䝈ᶓ


Ἠ㔝Ἠ㔝Ἠ㔝Ἠ㔝 ᕊᕊᕊᕊ 䛿䜚䜎䜔ᶫ䛿䜚䜎䜔ᶫ䛿䜚䜎䜔ᶫ䛿䜚䜎䜔ᶫ Ⰻ₻ぢྎⰋ₻ぢྎⰋ₻ぢྎⰋ₻ぢྎ

₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡ ⯚ධ⯚ධ⯚ධ⯚ධ

ΎỈΎỈΎỈΎỈ ⯚ධ⯚ධ⯚ධ⯚ධ

䝉䝑䝖⋡

₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡₻Ụ༡ ΎỈΎỈΎỈΎỈ

ᚓኻⅬ⋡ 㡰㡰㡰㡰 䝉䝑䝖⋡

㻝

ᚓኻⅬ⋡

㻟

㻞

㻠

ᚓኻⅬ⋡䝉䝑䝖⋡ ᚓኻⅬ⋡ 㡰㡰㡰㡰 䝉䝑䝖⋡

㻟

㻞 㻌

㻝

䝉䝑䝖⋡

㻞

㻟

ᚓኻⅬ⋡䝉䝑䝖⋡ ᚓኻⅬ⋡ 㡰㡰㡰㡰

㻝

ᚓኻⅬ⋡

㻌

㡰㡰㡰㡰

㻟

䝉䝑䝖⋡

㻝

㻞



決勝トーナメント　　　高知市総合体育館決勝トーナメント　　　高知市総合体育館決勝トーナメント　　　高知市総合体育館決勝トーナメント　　　高知市総合体育館

女子の部　女子の部　女子の部　女子の部　

優　勝優　勝優　勝優　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 準優勝準優勝準優勝準優勝 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

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 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

男子・混合の部　男子・混合の部　男子・混合の部　男子・混合の部　

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 春野ジュニアバレーボールクラブ春野ジュニアバレーボールクラブ春野ジュニアバレーボールクラブ春野ジュニアバレーボールクラブ

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 大方ジュニアバレーボールクラブ大方ジュニアバレーボールクラブ大方ジュニアバレーボールクラブ大方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 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 秦ウィング秦ウィング秦ウィング秦ウィング

5555 十十十十 市市市市

A1A1A1A1 A4A4A4A4

A5A5A5A5 A6A6A6A6A7A7A7A7

野野野野 市市市市 東東東東 1111

大大大大 篠篠篠篠 2222 6666
フフフフ レレレレ ンンンン ズズズズ
横横横横 浜浜浜浜

A3A3A3A3 A2A2A2A2

安安安安 芸芸芸芸 3333 7777 嶺嶺嶺嶺 北北北北

大大大大 篠篠篠篠 1111 3333 春春春春 野野野野

鴨鴨鴨鴨 田田田田 4444 8888 舟舟舟舟 入入入入

B3B3B3B3 B4B4B4B4B6B6B6B6

野野野野 市市市市 2222 4444 中中中中 村村村村

秦秦秦秦ウウウウィィィィンンンンググググ 1111 3333 香香香香 美美美美 香香香香 北北北北

B1B1B1B1 B2B2B2B2B5B5B5B5

大大大大 方方方方 2222 4444 横横横横 浜浜浜浜 新新新新 町町町町

21-16
21-4

21-17
14-21
15-12

21-9
21-14

21-3
21-8

14-21
21-8
15-8

21-15
20-22
15-5

21-12
21-13

22-20
21-13

21-12
21-15

21-19
21-11

21-15
22-20

22-20
21-19

21-15
21-13



２部トーナメント２部トーナメント２部トーナメント２部トーナメント

女子の部女子の部女子の部女子の部 高知市総合体育館高知市総合体育館高知市総合体育館高知市総合体育館 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

優　勝優　勝優　勝優　勝 伊与喜JVBC伊与喜JVBC伊与喜JVBC伊与喜JVBC 準優勝準優勝準優勝準優勝 清水ジュニアバレーボールクラブ清水ジュニアバレーボールクラブ清水ジュニアバレーボールクラブ清水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 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 大月ＪＶＣ大月ＪＶＣ大月ＪＶＣ大月ＪＶＣ

男子・混合の部男子・混合の部男子・混合の部男子・混合の部 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

優　勝優　勝優　勝優　勝 ＴＯＳＡｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞＴＯＳＡｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞＴＯＳＡｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞＴＯＳＡｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 準優勝準優勝準優勝準優勝 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

第３位第３位第３位第３位 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 第３位第３位第３位第３位 パンサーズパンサーズパンサーズパンサーズ

低学年の部低学年の部低学年の部低学年の部 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

優　勝優　勝優　勝優　勝 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 準優勝準優勝準優勝準優勝 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

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 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

野野野野 市市市市 1111 8888 大大大大正正正正田田田田野野野野々々々々

C1C1C1C1 B3B3B3B3

B1B1B1B1
C4C4C4C4

横横横横 浜浜浜浜 新新新新 町町町町 2222

10101010 清清清清 水水水水

介介介介良良良良潮潮潮潮見見見見台台台台9999

4444 C6C6C6C6 B4B4B4B4

ははははりりりりままままやややや橋橋橋橋 3333

伊伊伊伊 与与与与 喜喜喜喜 5555 12121212 大大大大 月月月月

B2B2B2B2

泉泉泉泉 野野野野 秦秦秦秦ウウウウイイイインンンンググググC7C7C7C7 11111111

C2C2C2C2

C5C5C5C5 A1A1A1A1

一一一一 ツツツツ 橋橋橋橋 6666 13131313 越越越越 知知知知
A2A2A2A2

C3C3C3C3

潮潮潮潮江江江江南南南南ＶＶＶＶＢＢＢＢ 7777 14141414 三三三三 和和和和

土土土土 佐佐佐佐 1111 4444
横横横横浜浜浜浜新新新新町町町町パパパパ
ンンンン ササササ ーーーー ズズズズ

A1A1A1A1

5555鴨鴨鴨鴨 田田田田 2222 A3A3A3A3 A4A4A4A4

窪窪窪窪 川川川川 1111 4444 野野野野 市市市市

高高高高 須須須須 3333 6666

清清清清 水水水水

B2B2B2B2

舟舟舟舟 入入入入 2222 B3B3B3B3 B4B4B4B4

3333

5555

B1B1B1B1

6666 十十十十 市市市市 小小小小

越越越越 知知知知B5B5B5B5

舟舟舟舟 入入入入

芸芸芸芸 西西西西A5A5A5A5

A2A2A2A2

21-18
21-13

23-21
21-4

23-21
19-21
15-10

22-20
21-17

23-21
21-10

16-21
21-17
15-10

12-21
21-18
15-12

21-0
21-0

21-4
21-3

21-7
21-9

21-12
21-14

23-21
21-12

21-10
21-14

22-20
21-13

21-19
21-10

21-12
21-16

21-13
21-12

12-21
21-19
15-12

21-10
21-11

19-21
21-18
16-14

21-9
21-3

21-14
21-14

21-18
28-26


