
 現在

北九州 冊子 北　部 冊子 筑　豊 冊子 福　岡 冊子 中　部 冊子 筑　後 冊子

江川ジュニア 豊前ジュニア男子 9 鞍手ジュニアバレーボールクラブ（男子） 三筑ジュニアバレーボールクラブ（男子） 11 赤間JVBC(男子) 三輪 10
若松ジュニアBOY 勝山ジュニア（男子） 10 嘉穂ジュニア（男子） 11 当仁男子ジュニアバレーボールクラブ ライトニング神 興 大刀洗ファイターズ(男子) 12
大谷ガッツＪＶＣ 島門ジュニア 6 幸袋ジュニア 12 弥永西男子ＪＶＣ 7 福間ジュニアバレボールクラブ (男子) 金川JVC(男子) 11
東田レジェンド 12 仲津・泉ジュニア男子 香春町ジュニアバレーボールクラブ(男子) 玉川サウス 9 粕屋Ｊ,Ｖ,Ｂ,Ｃ（男子） 16 東国分ガッツ 7
中原バレーボールクラブ(男子) 豊津ジュニアボーイズ 壱岐南男子 12 須恵町小学生男子バレーボールチーム 城島ボーイズ

中井Jr.Boy 10 名島ジュニア男子バレーボールクラブ 8 古賀男子ジュニアバレーボールクラブ 大川ジュニアウイングス 12
長尾ビーンズ 8 油山ビクトリーズ男子 古賀クラブジュニア 6 大木ジュニア（男子） 11
萩ヶ丘スカイボーイズ 7 美和台ジュニアバレーボールクラブ 新宮ジュニア男子 山川ジュニアバレーボールクラブ 6
鴨生田ゼウス 太宰府西ジュニアバレーボールクラブ 8 柳川ジュニア 13
大里南バレーボーイズ 太宰府飛翔ジュニアバレーボールクラブ 15 三橋ジュニア男子

八幡南スピリッツＪ.Ｖ.Ｃ 10 大谷ジュニアバレーボールクラブ （男子） 馬田スポーツ少年団(男子)

ウイング春日  大牟田VOLLEYBOYS 8
那珂川ジュニアバレーボールクラブ

筑紫野ジュニアバレーボールクラブ（男子） 8
Very Kids（ベリーキッズ）

東風カブト

5 47 3 25 2 23 5 47 5 53 9 90

北九州 冊子 北　部 冊子 筑　豊 冊子 福　岡 冊子 中　部 冊子 筑　後 冊子

大里南バレーボールクラブ 12 豊津ジュニア 13 香春ジュニアバレーボールクラブ 15 美和台ジュニアバレーボールクラブ 12 東風ＢＲＣ 10 三橋ジュニア 10

江川青葉ジュニア 15 仲津・泉ジュニア 12 油山ビクトリーズ 8 Very Kids（ベリーキッズ） 12

若松ジュニア 12

鴨生田ジュニア 12

中原バレーボールクラブ 13

5 64 2 25 1 15 2 20 2 22 1 10
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入金が確認されたチームはチーム名が黄色になります。
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 現在2018/7/29 1:48 PM第３５回福岡県バレーボール小学生大会　参加料入金確認
北九州 冊子 北　部 冊子 筑　豊 冊子 福　岡 冊子 中　部 冊子 筑　後 冊子

大里南バレーボールクラブ 豊前ジュニア（女子） 9 鞍手ＪＶＣ（女子） 10 美和台ジュニアバレーボールクラブ 赤間JVBC(女子) 蜷城スポーツ少年団

萩ケ丘クラブ 11 三毛門ジュニア 7 若宮少女バレーボールクラブ 14 和白東ジュニアバレーボールクラブ 赤間西ジュニアバレーボール 立石スポーツ少年団バレーボールクラブ 12
松ケ江南バレーボールクラフ 14 仲津・泉ジュニア 嘉穂ジュニアバレーボールクラブ（女子） 8 多々良ジュニアバレーボールクラブ 玄海ジュニアバレーボールクラブ 甘木スポーツ少年団

企救丘ジュニアバレーボールクラブ 11 築上町ジュニアバレーボールクラブ 6 碓井ジュニアＶＢＣ（女子） 8 箱崎ジュニアバレーボールクラブ 10 福間ジュニアバレボールクラブ 馬田スポーツ少年団

志井バレーボールクラブ 13 苅田ジュニアバレーボールクラブ 4 香春町ジュニアバレーボールクラブ 那珂ジュニア 12 福間南ジュニアバレーボールクラブ 14 福田ジュニア

曽根葛原バレーボールクラブ 7 豊津ジュニア 糸田バレーボールクラブ 那珂南スマイルJVBC 12 神興東小バレーボールクラブ 金川JVC(女子) 9
長尾ビクトリー 9 勝山ジュニア（女子） 9 大任ＪＶＣ 9 あゆジュニア 神興ジュニアバレーボールクラブ 杷木JVC 8
くさみスポーツクラブ 9 中間少女バレーボールクラブ 12 添田町ジュニアバレーボールクラブ 7 春住ビィーンズ 青柳ジュニア 7 うきはジュニア

沼・吉田ウイングス 12 中間西少女バレーボールクラブ 8 小竹ジュニアバレーボールクラブ 12 小笹ジュニアバレーボールクラブ 小野ジュニア 小郡レッズ 20
中井バレーボールクラブ 14 底井野フレンズ 当仁ジュニアバレーボールクラブ 花見ジュニアバレーボールクラブ 6 大刀洗エンジェル

大谷バレーボールクラブ 12 島門ジュニア(女子) 12 簀子ハイパーキッズクラブ 宇美J.V.B.C 8 金島ＶＢＣはやぶさ２ 12
天籟寺クラブ 芦屋ジュニアバレーボールクラブ 10 日佐ジュニア 8 さくらWing 大刀洗ファイターズ（女子）

戸畑クラブ 0 山鹿小ジュニアバレースポーツ少年団 玉川たんぽぽ 粕屋大川Jr,V.B.C  10 大刀洗ジュニア（女子） 9
飛幡シャインズ 8 海老津ペガサス 12 長住ジュニアＶＢＣ 13 仲原バレークラブ 夜須

中原バレーボールクラブ 岡垣ジュニアバレーボールクラブ 宮竹ジュニアバレーボールクラブ 粕屋ＪＶＢＣ（女子） 14 青木ジュニアバレーボールクラブ

江川青葉ジュニア 伊左座バレーボールスポーツ少年団 横手ジュニアバレーボールクラブ 11 山田ジュニア 12 荒木ジュニア

鴨生田少女バレーボール部 猪熊頃末ジュニア 西花畑フレンズジュニアバレーボール 12 篠栗JVBC 浮島ジュニア

深町少女バレーボールクラブ 7 塩原ジュニアバレーボールクラブ 9 志免東ジュニア                    15 上津ジュニア

若松ジュニア 弥永西J.V.C(女子) 新宮ジュニア                    南薫ジュニアバレーボールクラブ

東田ジュニアバレーボールクラブ 南片江ジュニアバレーボールクラブ 8 須恵第一ジュニア 高良内アンビシャス

大原ジュニアバレーボールクラブ 21 油山ビクトリーズ 須恵ジュニアバレーボールチーム 10 城島ジュニアバレーボールクラブ

黒崎中央スピードスター 石丸ミッキーズ 11 Very Kids（ベリーキッズ） 大善寺ジュニア 11
北九州星ヶ丘JVC 壱岐南らばーず 9 志免桜JVC 12 田主丸ジュニア

本城フレンズ 周船寺フラワーズジュニア 12 大野東ジュニア 9 来夢ジュニア

有田ジュニア 12 大野南ジュニア 7 津福スカイ 9
飯原ウイング 12 下大利ジュニアバレー 6 鳥飼ジュニア 12
大原ファインズ 春日フレンズバレーボールクラブ 10 西牟田パフィ

早良ジュニアＶＢＣ 12 天神山ジュニアバレーボールクラブ 14 西国分ジュニア

原北ジュニアバレーボールクラブ 9 太宰府ジュニア 東国分ジュニアバレー

長尾ジュニアバレーボールクラブ 12 水城ジュニアバレーボールクラブ 9 御井ジュニア

松島JVC 国分ジュニアバレーボールクラブ 三潴ジュニア・バレーボール・クラブ 12
ＤＥＬＳＯＬ太宰府Ｊ．Ｖ．Ｃ 南ジュニアバレーボールクラブ 14
太宰府飛翔ドリームJVC 10 耳納ジュニア
那珂川安徳ジュニアバレーボールクラブ 11 宮ノ陣ジュニアバレーボールクラブ

岩戸ジュニア 明治少女バレーボールクラブ

安徳南ジュニアバレーボールクラブ 12 おおむたジュニアバレーホ゛ールクラフ゛

前原ジュニアバレーボール 3 高田ジュニア

東風ハッピー 12 山川ジュニアバレーボールクラブ（女子） 13
深江ジュニアフレンズ 12 瀬高ジュニアバレーボールクラブ

志摩ジュニアバレーボールクラブ 13 大和ジュニア

南風シャイン 柳川ジュニア（女子） 11
らいざんJVC 7 三橋ジュニア（女子）

昭代ジュニア 13
大野島ジュニアバレーボールクラブ

大川ジュニアフレンズ 11
大木ジュニアバレーボールクラブ(女子) 7
筑後北バレーボールスポーツ少年団 12
筑後小ジュニア

希望ＪＶＣ 12
川崎ジュニアバレーボールクラブ 13
黒木大藤ジュニアバレーボールクラブ

14 148 10 89 7 68 17 184 24 243 19 220

女 子


