
関東大会千葉県大会　北東支部（女子）予選

《Ａ大会　組合せ　２日目　順位決定戦》

※１位　リーグ戦　：　各リーグ１位による総当り戦

◇開催日：９月１１日（日）
◇会場　 ：山武西小
◇開場　 ：８：３０～

※支部１位～４位決定戦

※4チームによるリーグ戦

《４チームによるグループ戦》

ａ ｃ

ｂ ｄ

会場 開場時間

１位リーグ Ｆｕｔｕｒｅｓ 山　　武 印　　旛 佐　　原 ９月１１日（日） 山武西小 8:30

ａ ｂ ｃ ｄ 開催日

対　戦 審判

第１試合 　ａ　－　ｂ　　 ｃ／ｄ

第２試合 　ｃ　－　ｄ　　 a／b

第３試合

第１試合 　　　　　Ｆｕｔｕｒｅｓ　　　―　　  山　　武　　　　　 印　　旛　／　佐　　原

　a　－　ｄ　　 c

第４試合 　b　－　c　　 d

第５試合 　b　－　ｄ　　 a

第６試合 　a　－　c　　 b

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第２試合 　　　　　印　　旛  　　 ―　　　佐     原 Ｆｕｔｕｒｅｓ　／　山　　武

第３試合 　　　　　Ｆｕｔｕｒｅｓ　　  ―　  　佐　　原　　　　 印　　旛

第６試合 　　　　  Ｆｕｔｕｒｅｓ　 　　― 　　印　　旛 山　　武

第４試合 　　　　　山    武　  　　―　 　印　　旛 佐　　原

第５試合 　　　　　山　　武　　　　―　　 佐　　原 Ｆｕｔｕｒｅｓ

③ ④ 

① ② 

⑥ 

⑤ 



関東大会千葉県大会　北東支部（女子）予選

《Ａ大会　組合せ　２日目　順位決定戦》

※２位、３位　トーナメント

◇開催日：９月１１日（日）
◇会場　 ：山武の森体育館
◇開場　 :８：３０～

※Ａコート ※Ｂコート

支部５位

※敗者：支部６位

Ａ-⑤

Ａ-③ Ｂ-③

幕張海浜 千葉中央 鷹の台 てっぺん スターキッズ

※支部：７位・８位

Ａ-① Ａ-② Ｂ-② Ｂ-①

支部９位

クローバー フェアリーズ わかしお

Ａ-④ Ｂ-④

Ｂ-⑤



関東大会千葉県大会
北東支部（女子）予選リーグ　　組み合わせ

《Ｂ大会　組合せ》 ※参加チーム２４チーム

※4チームによるリーグ戦

《４チームによるグループ戦》

ａ ｃ

ｂ ｄ
１．）Ａブロック

◇　９月２２日（祝　木）　山武の森体育館　８：３０～

２．）Ｂブロック
◇　９月１９日（祝　月）　弥生小学校　８：３０～

第６試合 　　　　幕張海浜 　　　　　―       佐　　原　　　　　　 わかしおＣ

第４試合 　　　　わかしおＣ 　　　　―        佐　　原　　　　　　 つばきＣ

第５試合 　　　　わかしおＣ　 　　　―        つばきＣ　　　　　　 幕張海浜

第２試合 　　　　佐　　原　　　　　　―　　　　つばきＣ　　　　　幕張海浜／　わかしおＣ

第３試合 　　　　幕張海浜　　　　　―　　　　つばきＣ　　　　　 佐　　原

第６試合 　　　　　つばきＢ　　　　―　　　　わかしおＢ　　　　　　 鷹の台

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第１試合 　　　　幕張海浜　　　　　―　　　　わかしおＣ　　　　　佐原　／　つばきＣ

第４試合 　　　　　鷹の台　　　　　―　　　　わかしおＢ　　　　　　 ＪフレンズＢ

第５試合 　　　　　鷹の台　　　　　―　　　　ＪフレンズＢ　　　　　　 つばきＢ

第２試合 　　　　　わかしおＢ　　 ―　　　　ＪフレンズＢ　　　　　　つばきＢ　／鷹の台　

第３試合 　　　　　つばきＢ　　　　―　　　　ＪフレンズＢ　　　　　 わかしおＢ

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第１試合 　　　　　つばきＢ　　　　―　　　　鷹の台　　　　　 わかしおＢ　／ＪﾌﾚﾝｽﾞＢ　

　a　－　ｄ　　 c

第４試合 　b　－　c　　 d

第５試合 　b　－　ｄ　　 a

対　戦 審判

第１試合 　ａ　－　ｂ　　 ｃ／ｄ

第２試合 　ｃ　－　ｄ　　 a／b

第３試合

第６試合 　a　－　c　　 b

山武の森体育館 8:30

Ｆブロック 日吉台Ｄ みつわ台Ｂ 城　　西 クローバー ９月１１日（日） 山武西小 8:30

Ｅブロック 山　　武 みつわ台Ｃ つばきＥ ＪフレンズＤ ９月２２日（木）

弥生小 8:30

Ｄブロック 若松台 千葉中央 日吉台Ｃ ＪフレンズＣ ９月１９日（月） 西志津小 8:30

Ｃブロック 日吉台Ｂ 下　　総 てっぺん つばきＤ ９月１９日（月）

Ａブロック つばきＢ 鷹の台 わかしおＢ ＪフレンズＢ ９月２２日（木） 山武の森体育館 8:30

Ｂブロック 幕張海浜 わかしおＣ 佐　　原 つばきＣ ９月１９日（月） 弥生小 8:30

　　　　千葉県小学生バレーボール連盟

ａ ｂ ｃ ｄ 開催日 会場 開場時間

③ ④ 

① ② 

⑥ 

⑤ 



３．）Ｃブロック
◇　９月１９日（祝　月）　弥生小学校　８：３０～

４．）Ｄブロック
◇　９月１９日（祝　月）　西志津小学校　８：３０～

５．）Ｅブロック
◇　９月２２日（祝　木）　山武の森体育館　８：３０～

６．）Ｆブロック
◇　９月１１日（日）　山武西小学校　８：３０～

第６試合 　　　　日吉台Ｄ　　　　　―　　　　　城　　西　　　　　　 みつわ台Ｂ

第４試合         みつわ台Ｂ   　 　―　　　　　城　　西　　　　　　 クローバー

第５試合         みつわ台Ｂ　 　　 ― 　　　　 クローバー 日吉台Ｄ

第２試合 　　　　城　　西　　　　　 ―　　　　　クローバー　　　　　　日吉台Ｄ　／　みつわ台Ｂ

第３試合 　　　　日吉台Ｄ　　　　　―　　　　　クローバー 城　　西

第６試合 　　　　山　　武　　 　　　―          つばきＥ　　　　　　 みつわ台Ｃ

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第１試合 　　　　日吉台Ｄ　　　　　―　　　　　みつわ台Ｂ　　　　　　城西　／　ｸﾛｰﾊﾞｰ

第４試合 　　　　みつわ台Ｃ 　　　―          つばきＥ　　　　　　 ＪフレンズＤ

第５試合 　　　　みつわ台Ｃ 　　　―          ＪフレンズＤ　　　　　　 山　　武

第２試合 　　　　つばきＥ　　　　　―　　　　　ＪフレンズＤ　　　　　　山　武　／　みつわ台Ｃ

第３試合 　　　　山　　武　 　　　　―　        ＪフレンズＤ　　　　　 つばきＥ

第６試合 　　　　若松台　　　　　　―　　　　　日吉台Ｃ　　　　　　 千葉中央

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第１試合 　　　　山　　武　　　　　 ―          みつわ台Ｃ　　　　　　　　　　　つばきＥ　／　ＪﾌﾚﾝｽﾞＤ　

第４試合 　　　　千葉中央 　　　　―          日吉台Ｃ　　　　　　 ＪフレンズＣ

第５試合 　　　　千葉中央 　　　　―          ＪフレンズＣ　　　　　 若松台

第２試合 　　　　日吉台Ｃ　　　　　―　　　　　ＪフレンズＣ　　　　　　若松台　／　千葉中央

第３試合 　　　　若松台　　　　　　―　　　　　ＪフレンズＣ　　　　　　 日吉台Ｃ

第６試合 　　　　日吉台Ｂ　　　　　　―　　　　てっぺん　　　　　　 下　　総

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第１試合 　　　　若松台　　　　　　―　　　　　千葉中央　　　　　　日吉台Ｃ　／　ＪﾌﾚﾝｽﾞＣ

第４試合 　　　　下　　総　　 　　　　―        てっぺん　　　　　　 つばきＤ

第５試合 　　　　下　　総　 　　　　　―        つばきＤ　　　　　　 日吉台Ｂ

第２試合 　　　　てっぺん 　　　　　―　　　　つばきＤ　　 日吉台Ｂ　／　下総　

第３試合 　　　　日吉台Ｂ 　　　　　―        つばきＤ　　　　　　 てっぺん

対　　　　　　　　　戦 審　　　　　　判

第１試合 　　　　日吉台Ｂ　　　　　―　　　　下　　総　　　　　 てっぺん　／　つばきＤ


