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令和４年５月７日～８日令和４年５月７日～８日令和４年５月７日～８日令和４年５月７日～８日

＊２日間ともコロナウイルスチェックシート（参加者全員）提出必要です。＊２日間ともコロナウイルスチェックシート（参加者全員）提出必要です。＊２日間ともコロナウイルスチェックシート（参加者全員）提出必要です。＊２日間ともコロナウイルスチェックシート（参加者全員）提出必要です。

大会試合球　　ミカサ大会試合球　　ミカサ大会試合球　　ミカサ大会試合球　　ミカサ

男子の部　　　男子の部　　　男子の部　　　男子の部　　　

決勝リーグ　８日　越知町民体育館　8:30 開場　決勝リーグ　８日　越知町民体育館　8:30 開場　決勝リーグ　８日　越知町民体育館　8:30 開場　決勝リーグ　８日　越知町民体育館　8:30 開場　（男子は８日のみの試合となります）（男子は８日のみの試合となります）（男子は８日のみの試合となります）（男子は８日のみの試合となります）
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I3I3I3I3 I1I1I1I1

2222 I2I2I2I2 3333

試合結果試合結果試合結果試合結果

決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ 勝 負

－－－－

I1I1I1I1 －－－－

－－－－

－－－－

I2I2I2I2 －－－－

－－－－

－－－－

I3I3I3I3 －－－－

－－－－

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会場　　開場　　８：３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会場　　開場　　８：３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会場　　開場　　８：３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会場　　開場　　８：３０

５月８日　　試合会場（芸西憩ケ丘体育館・越知町民体育館）５月８日　　試合会場（芸西憩ケ丘体育館・越知町民体育館）５月８日　　試合会場（芸西憩ケ丘体育館・越知町民体育館）５月８日　　試合会場（芸西憩ケ丘体育館・越知町民体育館）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会場　　開場　　８：３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会場　　開場　　８：３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会場　　開場　　８：３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会場　　開場　　８：３０

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング

得失点率 順位順位順位順位

鴨田鴨田鴨田鴨田

第３２回高知県小学生バレーボール春季選手権大会第３２回高知県小学生バレーボール春季選手権大会第３２回高知県小学生バレーボール春季選手権大会第３２回高知県小学生バレーボール春季選手権大会

５月７日　　試合会場（青少年センターサブ・芸西憩ケ丘体育館・香北体育センター）５月７日　　試合会場（青少年センターサブ・芸西憩ケ丘体育館・香北体育センター）５月７日　　試合会場（青少年センターサブ・芸西憩ケ丘体育館・香北体育センター）５月７日　　試合会場（青少年センターサブ・芸西憩ケ丘体育館・香北体育センター）

セット率

野市野市野市野市

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 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

鴨田鴨田鴨田鴨田 野市野市野市野市

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング 野市野市野市野市

野市野市野市野市

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング



女子の部女子の部女子の部女子の部

予選リーグ　７日　香北体育センター  　8：30開場　（８：００準備）予選リーグ　７日　香北体育センター  　8：30開場　（８：００準備）予選リーグ　７日　香北体育センター  　8：30開場　（８：００準備）予選リーグ　７日　香北体育センター  　8：30開場　（８：００準備）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 a1 4444 5555 b1 8888

a3 a4 b3 b4

予選１組 予選2組

2222 a2 3333 6666 b2 7777

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

－－－－ －－－－

a1 －－－－ b1 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

a2 －－－－ b2 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

a3 －－－－ b3 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

a4 －－－－ b4 －－－－

－－－－ －－－－

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

鴨田鴨田鴨田鴨田 朝風朝風朝風朝風

介良潮見台介良潮見台介良潮見台介良潮見台

十市小十市小十市小十市小 高須高須高須高須鴨田鴨田鴨田鴨田 朝風朝風朝風朝風

十市小十市小十市小十市小

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング 野市野市野市野市

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング 野市野市野市野市

朝風朝風朝風朝風

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

野市野市野市野市

得失点率

朝風朝風朝風朝風

予選１組予選１組予選１組予選１組

野市野市野市野市

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

順位順位順位順位セット率 得失点率

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

セット率 順位順位順位順位

十市小十市小十市小十市小

予選２組予選２組予選２組予選２組

旭旭旭旭

高須高須高須高須

高須高須高須高須

旭旭旭旭

旭旭旭旭

旭旭旭旭

介良潮見台介良潮見台介良潮見台介良潮見台

介良潮見台介良潮見台介良潮見台介良潮見台

十市小十市小十市小十市小

高須高須高須高須

介良潮見台介良潮見台介良潮見台介良潮見台



混合の部混合の部混合の部混合の部

予選リーグ予選リーグ予選リーグ予選リーグ ７日　７日　７日　７日　 芸西憩いヶ丘体育館　c dコート芸西憩いヶ丘体育館　c dコート芸西憩いヶ丘体育館　c dコート芸西憩いヶ丘体育館　c dコート ８：３０開場８：３０開場８：３０開場８：３０開場

青少年センターメイン  e fコート青少年センターメイン  e fコート青少年センターメイン  e fコート青少年センターメイン  e fコート ８：３０開場８：３０開場８：３０開場８：３０開場

青少年センターサブ   ｇ ｈコート青少年センターサブ   ｇ ｈコート青少年センターサブ   ｇ ｈコート青少年センターサブ   ｇ ｈコート ８：３０開場８：３０開場８：３０開場８：３０開場
各組１位決勝トーナメント進出各組１位決勝トーナメント進出各組１位決勝トーナメント進出各組１位決勝トーナメント進出

1111 4444 7777

ｃ３ ｃ１ g4 e1 h4 f1

予選１組 予選２組

2222 ｃ２ 3333 5555 e2 6666 8888 f2 9999

10101010

ｄ３ ｄ１

予選４組

11111111 ｄ２ 12121212

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

－－－－ －－－－

ｃ１ －－－－ e1 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

ｃ２ －－－－ e2 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

ｃ３ －－－－ g4 －－－－

－－－－ －－－－

予選３組予選３組予選３組予選３組 予選４組予選４組予選４組予選４組

－－－－ －－－－

f1 －－－－ ｄ１ －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

f2 －－－－ ｄ２ －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

h4 －－－－ ｄ３ －－－－

－－－－ －－－－

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

勝 負 勝 負

中村中村中村中村

舟入舟入舟入舟入

池川池川池川池川 芸西芸西芸西芸西

セット率 得失点率 順位順位順位順位

中村中村中村中村 舟入舟入舟入舟入

予選３組予選３組予選３組予選３組 セット率 得失点率 順位順位順位順位 予選４組予選４組予選４組予選４組

三和三和三和三和 泉野泉野泉野泉野

越知越知越知越知 清水清水清水清水

得失点率 順位順位順位順位

TOSATOSATOSATOSA 窪川窪川窪川窪川

予選１組予選１組予選１組予選１組 セット率 得失点率 順位順位順位順位 予選２組予選２組予選２組予選２組 セット率

中村中村中村中村 池川池川池川池川 芸西芸西芸西芸西舟入舟入舟入舟入

TOSATOSATOSATOSA

窪川窪川窪川窪川

中村中村中村中村

池川池川池川池川 芸西芸西芸西芸西

越知越知越知越知

青少年

予選３組

青少年

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町

TOSATOSATOSATOSA 窪川窪川窪川窪川

池川池川池川池川

越知越知越知越知

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

TOSATOSATOSATOSA

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町

泉野泉野泉野泉野

泉野泉野泉野泉野

十津十津十津十津

三和三和三和三和

舟入舟入舟入舟入

芸西芸西芸西芸西

芸西

芸西

越知越知越知越知 三和三和三和三和

窪川窪川窪川窪川

清水清水清水清水

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町 十津十津十津十津

十津十津十津十津

横浜新町横浜新町横浜新町横浜新町

清水清水清水清水

三和三和三和三和 泉野泉野泉野泉野清水清水清水清水

十津十津十津十津



低学年の部低学年の部低学年の部低学年の部

1111 4444 7777

h6 g1 h5 h1 g5 g2

予選１組 予選２組

2222 h3 3333 5555 h2 6666 8888 g3 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

－－－－ －－－－

g1 －－－－ h1 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

h3 －－－－ h2 －－－－

－－－－ －－－－

－－－－ －－－－

h6 －－－－ h5 －－－－

－－－－ －－－－

予選３組予選３組予選３組予選３組

－－－－

g2 －－－－

－－－－

－－－－

g3 －－－－

－－－－

－－－－

g5 －－－－

－－－－

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

勝 負

野市野市野市野市

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング 泉野泉野泉野泉野 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

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

予選３組予選３組予選３組予選３組 セット率 得失点率 順位順位順位順位

大津大津大津大津

朝風朝風朝風朝風 鴨田B鴨田B鴨田B鴨田B

秦ウイング秦ウイング秦ウイング秦ウイング 泉野泉野泉野泉野

セット率 得失点率 順位順位順位順位 予選２組予選２組予選２組予選２組 セット率

はりまやはりまやはりまやはりまや

橋橋橋橋

野市野市野市野市

得失点率 順位順位順位順位

鴨田A鴨田A鴨田A鴨田A

鴨田A鴨田A鴨田A鴨田A 野市野市野市野市

はりまやはりまやはりまやはりまや

橋橋橋橋

鴨田A鴨田A鴨田A鴨田A

予選１組予選１組予選１組予選１組

朝風朝風朝風朝風 大津大津大津大津 鴨田B鴨田B鴨田B鴨田B 野市東野市東野市東野市東

秦ウイン秦ウイン秦ウイン秦ウイン

ググググ

朝風朝風朝風朝風 泉野泉野泉野泉野 鴨田B鴨田B鴨田B鴨田B

大津大津大津大津 鴨田B鴨田B鴨田B鴨田B

秦ウイン秦ウイン秦ウイン秦ウイン

ググググ

大津大津大津大津 泉野泉野泉野泉野 野市東野市東野市東野市東

野市東野市東野市東野市東 鴨田A鴨田A鴨田A鴨田A

低学年の部　７日　予選リーグ　　　　　青少年センターサブ体育館　　８：３０開場低学年の部　７日　予選リーグ　　　　　青少年センターサブ体育館　　８：３０開場低学年の部　７日　予選リーグ　　　　　青少年センターサブ体育館　　８：３０開場低学年の部　７日　予選リーグ　　　　　青少年センターサブ体育館　　８：３０開場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各組１位決勝トーナメント進出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各組１位決勝トーナメント進出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各組１位決勝トーナメント進出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各組１位決勝トーナメント進出

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

予選３組

朝風朝風朝風朝風



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

女子の部女子の部女子の部女子の部 芸西憩ヶ丘体育館　8:30 開場芸西憩ヶ丘体育館　8:30 開場芸西憩ヶ丘体育館　8:30 開場芸西憩ヶ丘体育館　8:30 開場

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 越知町民体育館　8:30 開場越知町民体育館　8:30 開場越知町民体育館　8:30 開場越知町民体育館　8:30 開場

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
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