
第３１回　関東小学生バレーボール大会　千葉県大会　北東支部予選

＜注意事項＞

１．）会場責任者

山武西小学校 山武Ｊｒ 尾勝代表 ＴＥＬ：０９０-８５９７-３９８１

佐原小学校 佐原クラブ 岡澤監督 ＴＥＬ：０９０-３５２５-０９７１

西志津小学校 Ｊフレンズ 林監督 ＴＥＬ：０９０-１４０４-４０６３

若松台小学校 若松台エンゼル 黒木 ＴＥＬ：０９０-７７３６-７６５５

千葉公園体育館 つばきＪｒ 鈴木代表 ＴＥＬ：０９０-４６７７-８１２８

２．）大会申込書

予選当日、「参加申込書」及び「ＪＶＡ登録表」をご持参ください。
※最終的に黒木まで、ご連絡下さい。

３．）車の台数

各会場、各チーム３台迄とさせて頂きます。

４．）各会場試合結果

試合結果を黒木迄、ご連絡下さい。
メールアドレス：h.kuroki-0215@docomo.ne.jp
（携帯写真でも結構です。）

※試合当日は、各会場マナーを守り試合会場チームへご迷惑を掛けない様、
お願い致します。
不明な点等、ございましたら黒木迄ご連絡下さい。



　　　　千葉県小学生バレーボール連盟

関東大会千葉県北東支部（女子）予選リーグ　　組み合わせ

《Ａ大会　組み合わせ　　１日目》 ※参加チーム１６チーム

《抽選方法》 前大会ベスト１６の３チーム、続いてベスト３２の６チームを各ブロックへ配置

《４チームによるグループ戦》

ａ ｃ

ｂ ｄ

１．）予選Ａブロック 
開催日：９／２２（火）　会場：山武西小学校　８：３０～

                              若松台　  　　　　　 　―　　　　　　山　武

第６試合                                Ｆｕｔｕｒｅｓ　   　　　　　―　　　　　　ズィーク

審　　　　　　判

ズィーク　／　山　武

Ｆｕｔｕｒｅｓ　／　若松台

ズィーク

山　　武

Ｆｕｔｕｒｅｓ

若松台

対　　　　　　　　　戦

第１試合 　　　　　　　　　　　　　　Ｆｕｔｕｒｅｓ　　　　　　―　　　　　　若松台

第２試合 　　　　　　　　　　　　　　ズィーク　　　 　　　―　　　　　　山　武

第３試合                                Ｆｕｔｕｒｅｓ 　　　　　　―　　　　　　山　武

第４試合                             　若松台　　  　　　　　―　　　　　　ズィーク

第５試合

開催日 会場

Ａブロック ズィーク 9月22日 山武西小

ａ ｂ ｃ ｄ

c

a

b

第３試合

第４試合

第５試合

第６試合

d

　a　－　c　　

　a　－　ｄ　　

開場時間

8:30

8:30

8:30

8:30

審判対　戦

ｃ／ｄ

a／b

第１試合

第２試合

　ａ　－　ｂ　　

　ｃ　－　ｄ　　

9月22日

　b　－　c　　

　b　－　ｄ　　

Ｂブロック 幕張海浜

西志津小Ｄブロック てっぺん 9月21日

佐原小

Ｃブロック 日吉台 9月22日 佐原小

Ｆｕｔｕｒeｓ

印　　旛

佐　　原

Ｊフレンズ

若松台

千葉中央

鷹の台

スターキッズ

山　　武

つばき

フェアリーズ

下　　総

③ ④ 

① ② 

⑥ 

⑤ 



２．）予選Ｂブロック
開催日：９／２２（火）　会場：佐原小学校　８：３０～

３．）予選Ｃブロック
開催日：９／２２（火）　会場：佐原小学校　８：３０～

第６試合                            佐　　原　　　 　　     ―　 　　　日　吉　台 鷹　の　台

第４試合                            鷹　の　台　　　  　　―　 　 　　日　吉　台　 フェアリーズ

第５試合                            鷹　の　台　  　　　　―　 　 　　フェアリーズ 佐　　原

第２試合                             日　吉　台　　　　　―　　 　　　フェアリーズ 佐　　原　／　鷹の台

第３試合                             佐　　原　 　　 　    ―　　　　　フェアリーズ 日　吉　台　

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第１試合                              佐　　原　　　　　　―　　　　　　鷹　の　台 日吉台　／　フェアリーズ

第５試合                            千葉中央　　  　　　　―　　　　　つ ば き 印　　旛

第６試合                            印　　旛　　　　　　     ―　 　　　幕張海浜 千　葉　中　央

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第１試合                              印　　旛　　　　　　―　　　　　　千葉中央 幕張海浜　／　つばき

第２試合 　 　　　　　　　　　　　幕張海浜　  　　　　―　　　　　　つ ば き 印　　旛　／　千葉中央

第３試合                             印　　旛　　 　　　    ― 　　　　　つ ば き 幕　張　海　浜

第４試合                            千葉中央　　　  　　　―　　　　　幕張海浜 つ　ば　き



４．）予選Ｄブロック
開催日：９／２１（月）　会場：西志津小学校　８：３０～

第５試合                          スターキッズ　　　　　―　    　　　下　　　総 Ｊフレンズ

第６試合                          Ｊフレンズ　　    　     ―　     　　てっぺん スターキッズ

第３試合                           Ｊフレンズ　　          ― 　   　　　下　　　　総 てっぺん

第４試合 　　　　　　　　　　　 スターキッズ　　　  　―　　   　　てっぺん 下　　総

第１試合                            Ｊフレンズ　　　　　　―　　　　　　スターキッズ てっぺん　／　下　総

第２試合                            てっぺん　        　　―　    　　　下　　　　　総 Ｊフレンズ　／　スターキッズ

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判



※第１試合の審判は、第３試合の２チームで行ってください。
２試合目以降は、負け審判になります。

① ③② ④

⑤ ⑥

Ｂ-２位 Ｄ-１位

県大会出場決定
ブロック１位、２位　順位決定戦

支部１位

敗者は、支部２位

⑦

Ａ-２位Ａ-１位 Ｃ-２位 Ｄ-２位 Ｂ-１位 Ｃ-１位

開催日：９月２３日（水）

 会　場 ：千葉公園体育館

 開　場 ：８：３０～

関東大会千葉県北東支部予選（女子）
順位決定戦



　　　　千葉県小学生バレーボール連盟
関東大会千葉県北東支部（女子）予選リーグ　　組み合わせ
《ブロック３位チーム　県大会出場枠決定戦》
※２位抜けまで、県大会出場

《４チームによるグループ戦》
ａ ⑥ ｃ

① ②

ｂ ⑤ ｄ

第５試合 ｂ　　　　　　―　　　　　　ｄ ａ

第６試合 ａ　　　　　　―　　　　　ｃ ｂ

第３試合 ａ　　　　　　―　　　　　　ｄ ｃ

第４試合 ｂ　　　　　　―　　　　　　ｃ ｄ

第２試合 ｃ　　　　　　―　　　　　　ｄ ａ　／　ｂ

8:30

第１試合 ａ　　　　　　―　　　　　　ｂ ｃ　／　ｄ

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

開催日 会場 開場時間

ブロック３位 9月23日 千葉公園体育館

ａ ｂ ｃ ｄ

③ ④ 



　　　　千葉県小学生バレーボール連盟
関東大会千葉県北東支部（女子）予選リーグ　　組み合わせ
《Ｂ大会》

《４チームによるグループ戦》

ａ ⑥ ｃ

① ②

ｂ ⑤ ｄ

１．）Ａブロック
開催日：９／２１（月）　会場：西志津小学校　８：３０～

第６試合 　　　　　　　　　つばきＢ 　　　　  ―　  　　　　印　　旛 下　　総

Ｂブロック てっぺん 若松台 わかしお ＪフレンズＢ 9月22日 若松台小

第４試合 　　　　　　　　　下　　総　　　　　　―　　　　　　印　　旛 ＪフレンズＣ

第５試合                    下　　総　　　　　　―　　　　　　ＪフレンズＣ

クローバー

8:30Ｄブロック つばきＤ 日吉台 みつわ台 山　　武 9月22日

第１試合  　　　　　　　　つばきＢ　　　　　　―　　　　　　下　　総 印　旛　／　Ｊフレンズ

8:30

Ｃブロック つばきＣ

つばきＢ

第２試合                   印　　旛　　　 　　　―　　　　　　ＪフレンズＣ つばきＢ　／　下　総

第３試合                   つばきＢ　　　　　　―　　　　　　ＪフレンズＣ 印　　旛

8:30佐　　原 千葉中央 9月22日 佐原小

山武西小

開催日 会場 開場時間

Ａブロック つばきＢ 下　　総 印　　旛 ＪフレンズＣ 9月21日 西志津小 8:30

ａ ｂ ｃ ｄ

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

③ ④ 



２．）Ｂブロック
開催日：９／２２（火）　会場：若松台小学校　８：３０～

３．）Ｃブロック
開催日：９／２２（火）　会場：佐原小学校　８：３０～

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第１試合  　　　　　　　　てっぺん　　　　　　―　　　　　　若松台 わかしお　／　ＪフレンズＢ

第４試合  　　　　　　　　若松台　　　　　　　―　　　　　　わかしお ＪフレンズＢ

第５試合  　　　　　　　  若松台　    　　　　―　　 　 　　ＪフレンズＢ てっぺん

第２試合  　　　　　　　　わかしお　　　　　　―　　　　　　ＪフレンズＢ てっぺん　／　若松台

第３試合  　　　　　　　　てっぺん　　　　　　―　　　　　　ＪフレンズＢ わかしお

第１試合  　　　　　　　　つばきＣ　　　　　　―　　　　　　クローバー 佐　原　／　千葉中央

第２試合  　　　　　　　　佐　　原　 　　　　　―　　　　　　千葉中央 つばきＣ　／　クローバー

第６試合  　　　　　　　　てっぺん   　 　　　―　  　　　　わかしお 若松台

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第５試合                 クローバー　 　　　　―　　 　　　千葉中央 つばきＣ

第６試合  　　　　　　　つばきＣ 　    　　　　―　 　　　　佐　　原 クローバー

第３試合                  つばきＣ　 　　　　　―　　　　　　千葉中央 佐　　原

第４試合   　　　　　　　クローバー　　　　　―　　 　　　 佐　　原　 千葉中央



４．）Ｄブロック
開催日：９／２２（火）　会場：山武西小学校　８：３０～

第２試合  　　　　　　　　みつわ台　 　　　　―　　  　　　山　　武 つばきＤ　／　日吉台

第３試合                  つばきＤ　 　　　　　―　　　　　　山　　武 みつわ台

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第１試合  　　　　　　　　つばきＤ　　　　　　―　　　　　　日吉台 みつわ台　／　山　武

第６試合  　　　　　　　つばきＤ 　    　　　　―　 　　    みつわ台 日吉台

第４試合   　　　　　　　日吉台　　　　　     ―　　 　　　 みつわ台　 山　　武

第５試合                 日吉台　 　　　　     ―　　 　 　　山　　武 つばきＤ


