
岡山県小学生バレーボールブロック別五年生大会

１組 ２組 ３組 ４組 １組 ２組 ３組 ４組

第３５回 優　勝 大元スポーツ少年団 甲浦スポーツ少年団バレーボール部 いばら出部ＪＶＣ 琴東ＶＣ 御津ＪＶＣ 美作ＪＶ 峰南ＪＶＣ 古都 出部ＪＶＣ

R.4.11.20 第２位 ＰＲＯＧＲＥＳＳ倉敷 玉島バレーボールスポーツ少年団 富山スポーツ少年団バレーボール部 岡山中央スポーツ少年団バレーボール部 奈義スポーツ少年団バレーボール部 幡多バレーボールスポーツ少年団 清泉スポーツ少年団 富山スポーツ少年団バレーボール部 中山スポーツ少年団

第３４回 優　勝 大元スポーツ少年団 甲浦スポーツ少年団バレーボール部 いばら出部ＪＶＣ 琴東ＶＣ 御津ＪＶＣ 浅口バレーボールクラブ 津山東

R.3.11.21 第２位 アリアーレ岡山 玉島バレーボールスポーツ少年団 富山スポーツ少年団バレーボール部 岡山中央スポーツ少年団バレーボール部 奈義スポーツ少年団バレーボール部 バジェーナ倉敷Ｊｒ 岡西リトルフレンズ

第３３回 優　勝 アリアーレ岡山 津山東 船穂バレーボール少年団 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 大元スポーツ少年団 古都 鴨方バレーボールクラブ

R.2.11.15 第２位 岡山南 彦崎バレーボールスポーツ少年団 竜之口ＪＶＣ 中山スポーツ少年団 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 浅口バレーボールクラブ 西粟倉スポーツ少年団バレーボール部

第３２回 優　勝 岡山南 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 御津ＪＶＣ いばら出部ＪＶＣ 船穂バレーボール少年団 金光バレーボールスポーツ少年団

R.1.11.17 第２位 Forza桜が丘バレーボールクラブ 大元スポーツ少年団 琴東ＶＣ 津山東 玉島バレーボールスポーツ少年団 アルナイト備前

第３位 アリアーレ岡山 優和ＶＣ 津山北 遷喬バレーボール部 彦崎バレーボールスポーツ少年団 清泉スポーツ少年団

〃 浅口バレーボールクラブ 河内 横井スポーツ少年団 岡山中央スポーツ少年団バレーボール部 米来バレーボール部 出部ＪＶＣ

第３１回 優　勝 フォルツァ桜が丘バレーボールクラブ 出部ジュニアバレーボールクラブ 大元スポーツ少年団 甲浦スポーツ少年団バレーボール部 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 アルナイト備前

H.30.11.18 第２位 岡山南 玉島バレーボールスポーツ少年団 総社東バレーボールクラブ 美作ＪＶ シャイニィ瀬戸内V.B.C. 清泉スポーツ少年団

第３位 大元スポーツ少年団 津山北 御野 鯉山スポーツ少年団バレーボール部 彦崎バレーボールスポーツ少年団 庄内バレーボールスポーツ少年団

〃 アリアーレ岡山 金光バレーボールスポーツ少年団 勝北バレーボール教室 石井スポーツ少年団バレーボール部 横井スポーツ少年団 岡輝バレーボール部

第３０回 優　勝 アリアーレ岡山 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 岡山中央スポーツ少年団バレーボール部 倉敷第二福田バレーボールクラブ 大元スポーツ少年団 琴東ＶＣ

H.29.11.19 第２位 浅口バレーボールクラブ 津川スポーツ少年団 シャイニィ瀬戸内V.B.C. 浦安スポーツ少年団バレーボール部 鴨方バレーボールクラブ 豊スポーツ少年団

第３位 Forza桜が丘バレーボールクラブ 本荘バレーボールスポーツ少年団 笠岡西バレーボールスポーツ少年団 真備バレーボールスポーツ少年団 操明スポーツ少年団バレーボール部 大元スポーツ少年団

〃 岡山南 船穂バレーボール少年団 中山スポーツ少年団 甲浦スポーツ少年団バレーボール部 竜之口ＪＶＣ

第２９回 優　勝 玉島バレーボールスポーツ少年団 倉敷第二福田バレーボールクラブ 鴨方バレーボールクラブ 琴東ＶＣ 優和ＶＣ 豊スポーツ少年団

H.28.11.20 第２位 浅口バレーボールクラブ 出部ジュニアバレーボールクラブ 遷喬バレーボール部 美作ＪＶ 横井スポーツ少年団 清泉スポーツ少年団

第３位 アリアーレ岡山 建部バレーボールＳＰ 幡多バレーボールスポーツ少年団 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 田井バレーボールスポーツ少年団 琴東ＶＣ

〃 津山ジュニアバレーボールクラブ 大元スポーツ少年団 平福バレーボールスポーツ少年団 財田スポーツ少年団 津山西 石生スポーツ少年団

第２８回 優　勝 落合ジュニア 河内 琴東ＶＣ 大元スポーツ少年団 竜之口ＪＶＣ 豊スポーツ少年団

H.27.11.15 第２位 琴東ＶＣ 浦安スポーツ少年団 鴨方バレーボールクラブ① 建部バレーボールＳＰ 出部ジュニアバレーボールクラブ 久世草加部ジュニアバレーボールクラブ

第３位 アリアーレ岡山 久米Ｊｒバレーボールクラブ 金光バレーボールスポーツ少年団 三門スポーツ少年団 アルナイト備前

〃 庄内バレーボールスポーツ少年団 美作ＪＶ① 緑丘ＪＶＣ 甲浦スポーツ少年団バレーボール部 彦崎バレーボールスポーツ少年団

第２７回 優　勝 岡山南 鴨方バレーボールクラブ① 琴東ＶＣ 竜之口ＪＶＣ 建部バレーボールＳＰ

H.26.11.16 第２位 落合ジュニア 緑丘ＪＶＣ 金光バレーボールスポーツ少年団 美咲中央バレーボール部 すごうジュニアバレーボールクラブ

第３位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 中山スポーツ少年団 遷喬バレーボール部 岡山中央スポーツ少年団バレーボール部 庄内バレーボールスポーツ少年団

〃 アリアーレ岡山 津山東ジュニアバレーボール教室 宇野バレーボールスポーツ少年団 勝山少女バレーボール部 玉野荘内バレーボールスポーツ少年団

第２６回 優　勝 出部ジュニアバレーボールクラブ 三門スポーツ少年団 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 琴東ＶＣ 御野

H.25.11.17 第２位 庄内バレーボールスポーツ少年団 鴨方バレーボールクラブ A 操明スポーツ少年団バレーボール部 大元スポーツ少年団 竜之口ＪＶＣ

第３位 玉島バレーボールスポーツ少年団 緑丘ＪＶＣ 岡山中央スポーツ少年団バレーボール部 浦安スポーツ少年団バレーボール部 総社WINDSバレーボール少年団

〃 津島 中山スポーツ少年団 英田バレーボール部 山陽Ｊｒバレーボールスポーツ少年団 宇野バレーボールスポーツ少年団

第２５回 優　勝 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 城南ＶＣ 大元スポーツ少年団 倉敷ドルフィンズ 茶屋町バレーボールスポーツ少年団

H.24.11.18 第２位 庄内バレーボールスポーツ少年団 建部バレーボールＳＰ 琴東ＶＣ A 鴨方バレーボールクラブ① 横井スポーツ少年団

第３位 出部ＪＶＣ 御野 すごうジュニアバレーボールクラブ 大原 勝山少女バレーボール部

〃 落合ジュニア 総社WINDSバレーボールスポーツ少年団 船穂バレーボール少年団 幡多バレーボールスポーツ少年団 玉野荘内バレーボールスポーツ少年団

第２４回 優　勝 落合ジュニア 大元スポーツ少年団 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 船穂バレーボール少年団 倉敷ドルフィンズ

H.23.11.23 第２位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 彦崎バレーボールスポーツ少年団 城南ＶＣ 横井スポーツ少年団 清泉スポーツ少年団

第３位 岡山バレーボールクラブ 片上バレーボールスポーツ少年団 操明バレーボール 浦安スポーツ少年団 三門スポーツ少年団

〃 鴨方バレーボールクラブ ヴェリテ 古都スポーツ少年団 琴東ＶＣ A 天津バレーボール部

第２３回 優　勝 大元スポーツ少年団 浦安スポーツ少年団 倉敷ドルフィンズ 三門スポーツ少年団 横井スポーツ少年団

H.22.11.21 第２位 玉島バレーボールスポーツ少年団 玉島バレーボールスポーツ少年団 琴東ＶＣ A 金浦バレーボールスポーツ少年団 船穂バレーボール少年団

第３位 清泉スポーツ少年団 ウィッシュ千種スポーツ少年団 石井スポーツ少年団 竜之口ＪＶＣ 中山スポーツ少年団

〃 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 勝央ジュニアバレーボール少年団 福島スポーツ少年団バレー 作東バレーボールスポーツ少年団 鴨方バレーボールクラブ①

第２２回 優　勝 玉島バレーボールスポーツ少年団 幡多バレーボールスポーツ少年団 琴東ＶＣ A 浦安スポーツ少年団 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ

H.21.11.15 第２位 庄内バレーボールスポーツ少年団 津山北 倉敷ドルフィンズ 河内 勝央ジュニアバレーボール少年団

第３位 落合ジュニア 御野 船穂バレーボール少年団 玉島バレーボールスポーツ少年団 鴨方バレーボールクラブ

〃 鴨方バレーボールクラブ 英田バレーボール部 御津ＪＶＣ 中山スポーツ少年団 総社WINDSバレーボールスポーツ少年団

第２１回 優　勝 琴東ＶＣ 赤崎ＶＣ 金光バレーボールスポーツ少年団 竜之口ＪＶＣ 津山北

H.20.11.16 第２位 津山ジュニアバレー教室 倉敷第二福田バレーボールクラブ① 横井スポーツ少年団 庄内バレーボールスポーツ少年団 御野

第３位 緑丘JVC 伊里バレーボールスポーツ少年団 鴨方バレーボールクラブ① 大元スポーツ少年団 金浦バレーボールスポーツ少年団

〃 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 天津バレーボール部 彦崎バレーボールスポーツ少年団 中山スポーツ少年団 高島バレーボールスポーツ少年団

第２０回 優　勝 鴨方バレーボールクラブ 城南ＶＣ 金光バレーボールスポーツ少年団 琴東ＶＣ 勝北バレーボール教室

H.19.11.18 第２位 落合ジュニア 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 庄内バレーボールスポーツ少年団 赤崎ＶＣ 大元スポーツ少年団

第３位 大元スポーツ少年団 御野 総社WINSバレーボールスポーツ少年団① 鴨方バレーボールクラブ① 香登バレーボールスポーツ少年団

〃 庄内バレーボールスポーツ少年団 邑久ＪＶＣ 幡多バレーボールスポーツ少年団 本荘バレーボールスポーツ少年団 石井スポーツ少年団

第１９回 優　勝 庄内バレーボールスポーツ少年団 城南ＶＣ 琴東ＶＣ 金光バレーボールスポーツ少年団 横井スポーツ少年団①

H.18.11.19 第２位 落合ジュニア 遷喬バレーボール部 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 倉敷ドルフィンズ 鹿田スポーツ少年団バレーボール部

第３位 湯原スポーツ少年団バレーボール部男子 津山西 加茂 瀬戸内シーガールズ 鴨方バレーボールクラブ①

〃 玉島バレーボールスポーツ少年団 横井スポーツ少年団② 三門スポーツ少年団 御津ＪＶＣ 甲浦スポーツ少年団バレーボール部

第１８回 優　勝 赤崎ＶＣ 山陽ジュニアバレーボールスポーツ少年団 中山スポーツ少年団 日比バレーボールスポーツ少年団 竜之口ＪＶＣ

H.17.11.20 第２位 落合ジュニア 鴨方バレーボールクラブ 遷喬バレーボール部 米来スポーツ少年団バレーボール部 琴東ＶＣ

第３位 津山ジュニアバレー教室 勝山少女バレーボール部 平井スポーツ少年団バレーボール部 津山北 伊里バレーボールスポーツ少年団

〃 琴東ＶＣ 玉野荘内バレーボールスポーツ少年団 甲浦スポーツ少年団バレーボール部 倉敷ドルフィンズ 横井スポーツ少年団

第１７回 優　勝 古都男子バレーボール部 中山スポーツ少年団 庄内バレーボールスポーツ少年団 琴東ＶＣ 竜之口ＪＶＣ

H.16.11.21 第２位 津山ジュニアバレー教室 操明バレーボール① 御津ＪＶＣ① 赤崎ＶＪＳＣ 三門スポーツ少年団

第３位 落合ジュニア 大元スポーツ少年団 遷喬バレーボール部 備前長船 奈義

〃 金光バレーボールスポーツ少年団 天津バレーボール部 玉原バレーボールスポーツ少年団 御津南スポーツ少年団 吉井

第１６回 優　勝 大元スポーツ少年団 横井スポーツ少年団 鹿田スポーツ少年団バレーボール部 竜之口ＪＶＣ 大崎バレーボールスポーツ少年団

H.15.11.18 第２位 緑丘ＪＶＣ 日比バレーボールスポーツ少年団 鯉山スポーツ少年団バレーボール部 御津南スポーツ少年団 遷喬バレーボール部

第３位 出部ＪＶＣ 御野 赤崎ＶＪＳＣ 琴東ＶＣ 倉敷第二福田バレーボールクラブ①

〃 玉島バレーボールスポーツ少年団 富山スポーツ少年団バレーボール部 牛窓町 庄内バレーボールスポーツ少年団 本荘バレーボールスポーツ少年団

第１５回 優　勝 庄内バレーボールスポーツ少年団 倉敷第二福田バレーボールクラブ① 鴨方バレーボールクラブ 大元スポーツ少年団① 日比バレーボールスポーツ少年団

H.14.11.17 第２位 赤崎ＶＪＳＣ 金光バレーボールスポーツ少年団 七区バレーボールスポーツ少年団 奈義 中山スポーツ少年団

第３位 津山ジュニアバレー教室 川東スポーツ少年団バレーボール部 横井スポーツ少年団 桜ケ丘ジュニアバレーボールクラブ 庄内バレーボールスポーツ少年団

〃 大元スポーツ少年団 船穂バレーボール少年団 三門スポーツ少年団 高梁落合 すごうジュニアバレーボールクラブ

第１４回 優　勝 赤崎ＶＪＳＣ 鹿田スポーツ少年団バレーボール部 浦安スポーツ少年団 中山スポーツ少年団 御野

H.13.11.18 第２位 出部ＪＶＣ 高梁落合 津山西 米来スポーツ少年団バレーボール部 竜之口ＪＶＣ

第３位 庄内バレーボールスポーツ少年団 琴東ＶＣ 鯉山スポーツ少年団バレーボール部 建部バレーボールＳＰ 倉敷第二福田バレーボールクラブ①

〃 玉島バレーボールスポーツ少年団 邑久ＪＶＣ 裳掛 水島 勝北バレーボール教室①

第１３回 優　勝 出部ＪＶＣ 倉敷第二福田バレーボールクラブ 鹿田スポーツ少年団バレーボール部 大元スポーツ少年団 横井スポーツ少年団

H.12.11.19 第２位 庄内バレーボールスポーツ少年団 田井バレーボールスポーツ少年団 竜之口ＪＶＣ 浦安スポーツ少年団 遷喬バレーボール部

第３位 横井スポーツ少年団 川東スポーツ少年団バレーボール部 なださきバレーボールスポーツ少年団 邑久ＪＶＣ 裳掛

〃 鴨方バレーボールクラブ 金光バレーボールスポーツ少年団 美川スポーツ少年団バレーボール部 勝北バレーボール教室 御津南スポーツ少年団

第１２回 優　勝 大元スポーツ少年団 琴東ＶＣ① 竜之口ＪＶＣ 赤崎ＪＶＣ 福島スポーツ少年団バレー

H.11.11.14 第２位 灘崎フリッパーズ 倉敷第二福田バレーボールクラブ 出部ＪＶＣ 出石 浦安スポーツ少年団

第３位 鴨方バレーボールクラブ 鹿田スポーツ少年団バレーボール部 美川スポーツ少年団バレーボール部 庄内バレーボールスポーツ少年団 遷喬バレーボール部

〃 横井スポーツ少年団 金川 千種 三門スポーツ少年団 大元スポーツ少年団

男子の部
女子の部 混合の部
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１組 ２組 ３組 ４組 １組 ２組 ３組 ４組
男子の部

女子の部 混合の部

第１１回 優　勝 大元スポーツ少年団 竜之口ＪＶＣ 中山スポーツ少年団 なださき 倉敷第二福田バレーボールクラブ 倉敷二福の優勝は重登録違反により剥奪処分

H.10.11.15 第２位 灘崎フリッパーズ 庄内バレーボールスポーツ少年団 天津バレーボール部 大元スポーツ少年団 湯原スポーツ少年団バレーボール部

第３位 赤崎ＪＶＣ 勝田 米来 彦崎バレーボールスポーツ少年団 金浦地区

〃 鴨方バレーボールクラブ 二川 富山スポーツ少年団バレーボール部 福島スポーツ少年団バレー 幡多

第１０回 優　勝 灘崎フリッパーズ 倉敷第二福田バレーボールクラブ①※組不明 倉敷第二福田バレーボールクラブ②※組不明

H.9.11.16 第２位 赤崎ＪＶＣ Ａ

第３位

〃 大元スポーツ少年団

第９回 優　勝

H.8.11.17 第２位

第３位

〃

第８回 優　勝 倉敷第二福田バレーボールクラブ①※組不明

H.7.11.19 第２位

第３位

〃

第７回 優　勝 赤崎ＪＶＣ 七区バレーボールスポーツ少年団 倉敷第二福田バレーボールクラブ①※組不明

H.6.11.20 第２位 灘崎フリッパーズ

第３位

〃
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１組 ２組 ３組 ４組 １組 ２組 ３組 ４組
男子の部

女子の部 混合の部

第６回 優　勝 倉敷第二福田バレーボールクラブ①※組不明

H.5.11.14 第２位

第３位 赤崎ＪＶＣ

〃

第５回 優　勝 赤崎ＪＶＣ 倉敷第二福田バレーボールクラブ①※組不明

H.4.11.15 第２位 吉永

第３位 三石

〃

第４回 優　勝 倉敷第二福田バレーボールクラブ※組不明 男子チームは女子の部に組み込み

H.3.11.10 第２位

第３位

〃

第３回 優　勝 後閑少女バレー 男子チームは女子の部に組み込み

H.2.11.18 第２位

第３位

〃

第２回 優　勝 倉敷第二福田バレーボールクラブ※組不明 後閑少女バレー 赤崎ＶＣ※組不明 男子チームは女子の部に組み込み

H.1.11.19 第２位

第３位

〃

第１回 優　勝

第２位

第３位

〃


