
順位 スポーツ少年団名（都道府県） 順位 スポーツ少年団名（都道府県）

＜女子＞ 優勝 室町（京都府） 優勝 陵ヶ岡（京都府）

46県　48チーム　610名 2位 中標津丸山（北海道） 2位 広島北斗（広島県）

＜男子＞ 3位 宇品（広島県） 3位

9県　10チーム　124名 〃 小布施（長野県） 〃

＜女子＞ 優勝 宇品（広島県） 優勝 比叡平（滋賀県）

47県　48チーム　628名 2位 小布施（長野県） 2位 江別中央ジュニアバレーボール（北海道）

＜男子＞ 3位 葵（京都府） 3位

9県　10チーム　112名 〃 若槻ウイングス（長野県） 〃

＜女子＞ 優勝 森之宮（大阪府） 優勝 江別中央ジュニアバレーボール（北海道）

47県　48チーム　641名 2位 室町（京都府） 2位 陵ヶ岡（京都府）

＜男子＞ 3位 釧路新川バレーボール（北海道） 3位

9県　10チーム　121名 〃 中井ジュニア（神奈川県） 〃

＜女子＞ 優勝 室町（京都府） 優勝 陵ヶ岡（京都府）

47県　48チーム　643名 2位 琴東VC（岡山県） 2位 西北バレーボールクラブ（長崎県）

＜男子＞ 3位 中筋（広島県） 3位

9県　10チーム　108名 〃 草津はやぶさジュニア（滋賀県） 〃

＜女子＞ 優勝 成美バレーボールクラブ（富山県） 優勝 中之口ジュニアバレーボールクラブ男子（新潟県）

47県　48チーム　630名 2位 愛川バレーボール（神奈川県） 2位 小布施（長野県）

＜男子＞ 3位 南部バレーボール（和歌山県） 3位

9県　10チーム　123名 〃 郷田（島根県） 〃

＜女子＞ 優勝 平野ジュニアーズ（大阪府） 優勝 八木バレーボール（広島県）

47県　48チーム　638名 2位 青崎（広島県） 2位 オールパワーズ（北海道）

＜男子＞ 3位 神田ジュニア（神奈川県） 3位

9県　10チーム　109名 〃 八木少女バレーボールクラブ（兵庫県） 〃

＜女子＞ 優勝 藤城（京都府） 優勝 比叡平（滋賀県）

46県　48チーム　616名 2位 中筋（広島県） 2位 郷（石川県）

＜男子＞ 3位 蓮田ブロッコリーズ（埼玉県） 3位

9県　10チーム　120名 〃 サンダーズ（栃木県） 〃

＜女子＞ 優勝 室町バレーボール（京都府） 優勝 山王バレーボールクラブ（京都府）

46県　48チーム　588名 2位 SAMURAI Legend（神奈川県） 2位 バレーボール支部四箇（香川県）

＜男子＞ 3位 サンダース（栃木県） 3位

9県　10チーム　118名 〃 桑島（徳島県） 〃

＜女子＞ 優勝 藤城（京都府） 優勝 岩見沢志文ファルコンズバレーボール（北海道）

45県　48チーム　624名 2位 草津はやぶさジュニア（滋賀県） 2位 比叡平（滋賀県）

＜男子＞ 3位 MIRACLE・FVC（東京都） 3位

9県　10チーム　128名 〃 つがる（青森県） 〃

＜女子＞ 優勝 横川東V・B・C（栃木県） 優勝 山王バレーボールクラブ（京都府）

47県　48チーム　624名 2位 夢前少女バレーボール（兵庫県） 2位 上圧キッズ（福井県）

＜男子＞ 3位 中井ジュニア（神奈川県） 3位

10県　10チーム　114名 〃 高槻バレーボールクラブ（大阪府） 〃

＜女子＞ 優勝 小布施（長野県） 優勝 美鈴が丘（広島県）

46県　48チーム　611名 2位 井口バレーボールクラブ（広島県） 2位 岡山（福島県）

＜男子＞ 3位 洛南ジュニア（京都府） 3位

9県　10チーム　105名 〃 若鮎新宮（兵庫県） 〃

＜女子＞ 優勝 小布施（長野県） 優勝 大宰府西ジュニアバレーボールクラブ（福岡県）

47県　48チーム　592名 2位 MIRACLE・FVC（東京都） 2位 華城ハヤブサ（山口県）

＜男子＞ 3位 大村鈴田バレーボールクラブ（長崎県） 3位

9県　10チーム　113名 〃 小野（愛媛県） 〃

＜女子＞ 優勝 座間ブレーブス・HAND TIGERS（神奈川県） 優勝 片桐VBC（奈良県）

47県　48チーム　628名 2位 大曲ウイングスJr.（秋田県） 2位 中野（宮城県）

＜男子＞ 3位 木崎野小バレーボールクラブ（青森県） 3位

9県　10チーム　116名 〃 下庄（福井県） 〃

＜女子＞ 優勝 高須バレーボールクラブ（広島県） 優勝 岡山（福島県）

47県　48チーム　644名 2位 STARS（和歌山県） 2位 中之口ジュニアバレーボール（新潟県）

＜男子＞ 3位 草津はやぶさジュニア（滋賀県） 3位

9県　10チーム　115名 〃 南光台リリーズ（宮城県） 〃

＜女子＞ 優勝 草津はやぶさジュニア（滋賀県） 優勝 総合型地域スポーツクラブBAGUS（埼玉県）

47県　48チーム　644名 2位 小山田バレーボール（福島県） 2位 片桐VBC（奈良県）

＜男子＞ 3位 北日野バレーボールクラブ（福井県） 3位

9県　10チーム　115名 〃 八本松バレーボールクラブ（広島県） 〃

新型コロナウイルスの影響により中止

東日本大震災のため中止

ALSOKぐんま総合スポーツセンター　他

別府市総合体育館　他

岐阜メモリアルセンター　他

鶴岡市小真木原総合体育館　他

南国市立スポーツセンター　他

和歌山ビッグホエール　他

あづま総合体育館　他

北九州市立総合体育館　他

福井市体育館　他

R1.3.28
～3.31

R2.3.27
～3.30

鹿児島アリーナ　他

真島総合スポーツアリーナ　他

北海道立総合体育センター　他

長崎県立総合体育館　他

新潟県魚沼市堀之内体育館　他

埼玉県熊谷市くまがやドーム　他

広島県立総合体育館

三重県営サンアリーナ　他

H25.3.23
～3.26

H26.3.27
～3.30

H27.3.27
～3.30

H28.3.27
～3.30

H29.3.25
～3.28

H30.3.27
～3.30

岐阜県

H16.3.27
～3.30

H17.3.26
～3.29

H18.3.26
～3.29

H19.3.26
～3.29

H20.3.26
～3.29

H21.3.26
～3.29

H22.3.26
～3.29

H23.3.28
～3.31

H24.3.27
～3.29

和歌山県

福島県

福岡県

福井県

群馬県

大分県

新潟県

埼玉県

広島県

三重県

山形県

高知県

男子

全国スポーツ少年団バレーボール交流大会　結果一覧

鹿児島県

長野県

北海道

長崎県

回 期日 開催県 会場 参加者数
女子

第12回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回


