
岡山県小学生バレーボール選手権大会

Åクラス Bクラス

ECCジュニアCUP 優　勝 大元スポーツ少年団 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 ※新型コロナ感染対策によりＢクラス未開催 浅口バレーボールクラブ

第４１回 第２位 ＰＲＯＧＲＥＳＳ倉敷 彦崎バレーボールスポーツ少年団 出部ＪＶＣ

R.4.8.21-8.28 第３位 津山北 古都

〃 いばら出部ＪＶＣ 峰南ＪＶＣ

ECCジュニアCUP 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 ※新型コロナ感染対策によりＢクラス未開催 落合ＪＶＣ

第４０回 第２位 ＰＲＯＧＲＥＳＳ倉敷 彦崎バレーボールスポーツ少年団 鴨方バレーボールクラブ

R.3.8.22-11.23 第３位 津山北

〃 いばら出部ＪＶＣ

ECCジュニアCUP 優　勝 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ いばら出部ＪＶＣ ※新型コロナ感染対策によりＢクラス未開催 金光バレーボールスポーツ少年団

第３９回 第２位 アリアーレ岡山 琴東ＪＶＣ 出部ＪＶＣ

R.2.8.23-8.30 第３位 玉島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

ECCジュニアCUP 優　勝 フォルツァ桜が丘バレーボールクラブ 御野 岡西リトルフレンズ アルナイト備前

第３８回 第２位 アリアーレ岡山 大元スポーツ少年団 彦崎バレーボールスポーツ少年団 出部ＪＶＣ

R.1.8.18-8.25 第３位 玉島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 庄内バレーボールスポーツ少年団 豊スポーツ少年団

〃 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ いばら出部ＪＶＣ 玉島バレーボールスポーツ少年団 古都

ECCジュニアCUP 優　勝 アリアーレ岡山 真備バレーボールスポーツ少年団 御野 琴東ＶＣ

第３７回 第２位 浅口バレーボールクラブ 金光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 古都

H.30.8.19-8.26 第３位 玉島バレーボールスポーツ少年団 大元スポーツ少年団 大元スポーツ少年団 津島スポーツ少年団

〃 大元スポーツ少年団 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 豊スポーツ少年団

ECCジュニアCUP 優　勝 玉島バレーボールスポーツ少年団 琴東ＶＣ 岡山中央スポーツ少年団バレーボール部 豊スポーツ少年団

第３６回 第２位 浅口バレーボールクラブ 優和ＶＣ 笠岡西バレーボールスポーツ少年団 日比バレーボールスポーツ少年団

H.29.8.20-8.27 第３位 勝北男子バレーボール教室 美作ＪＶ 真備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

〃 出部ＪＶＣ 鴨方バレーボールクラブ 中山スポーツ少年団 琴東ＶＣ

ECCジュニアCUP 優　勝 浅口バレーボールクラブ 琴東ＶＣ 鴨方バレーボールクラブ 豊スポーツ少年団

第３５回 第２位 落合ジュニア 金光バレーボールスポーツ少年団 美作ＪＶ② 清泉スポーツ少年団

H.28.8.21-8.28 第３位 アリアーレ岡山 古都 高島ベリーズ

〃 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 鴨方バレーボールクラブ 彦崎バレーボールスポーツ少年団Ｂ

ECCジュニアCUP 優　勝 シャイニィ瀬戸内VBC 津山北 鴨方バレーボールクラブ① アルナイト備前

第３４回 第２位 岡山南 琴東VC 玉島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

H.27.8.23-8.30 第３位 アリアーレ岡山 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ チアフルビーズ

〃 鴨方バレーボールクラブ 横井スポーツ少年団 彦崎バレーボールスポーツ少年団B

ECCジュニアCUP 優　勝 玉島バレーボールスポーツ少年団 シャニィ瀬戸内ＶＢＣ 庄内バレーボールスポーツ少年団 津川スポーツ少年団

第33回 第２位 鴨方バレーボールクラブ 琴東VC 津川スポーツ少年団 吉永バレーボールスポーツ少年団

H.26.8.24-8.31 第３位 琴東VC 三門スポーツ少年団 操明

〃 シャニィ瀬戸内ＶＢＣ 玉島バレーボールスポーツ少年団 琴東VC

ECCジュニアCUP 優　勝 落合ジュニア 大元スポーツ少年団 竜之口ＪＶＣ

第３２回 第２位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 倉敷ドルフィンズ 玉島バレーボールスポーツ少年団

H.25.8.18-8.25 第３位 出部ＪＶＣ 鴨方バレーボールクラブ 美咲中央バレーボール部

〃 琴東ＶＣ 岡山中央スポーツ少年団バレーボール部 中山スポーツ少年団

ECCジュニアCUP 優　勝 岡山バレーボールクラブ 船穂バレーボール少年団 津山北

第３１回 第２位 清泉スポーツ少年団 倉敷ドルフィンズ 琴東ＶＣ

H.24.8.19-8.26 第３位 鴨方バレーボールクラブ 横井スポーツ少年団 城南ＶＣ

〃 シャニィ瀬戸内ＶＢＣ 河内 鴨方バレーボールクラブ③

男子の部
女子の部

混合の部



ECCジュニアCUP 優　勝 大元スポーツ少年団 琴東ＶＣ 船穂バレーボール少年団

第３０回 第２位 庄内バレーボールスポーツ少年団 倉敷ドルフィンズ 津山北

H.23.8.21-8.28 第３位 玉島バレーボールスポーツ少年団 金光バレーボールスポーツ少年団 彦崎バレーボールスポーツ少年団

〃 緑丘ＪＶＣ 鴨方バレーボールクラブ 河内



ECCジュニアCUP 優　勝 大元スポーツ少年団 琴東ＶＣ Ａ 鴨方バレーボールクラブ

第２９回 第２位 出部ＪＶＣ シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 金浦バレーボールスポーツ少年団

H.22.8.22-8.29 第３位 岡山南 御津ＪＶＣ 御津ＪＶＣ

〃 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 船穂バレーボール少年団 ウィッシュ千種

ECCジュニアCUP 優　勝 琴東ＶＣ 倉敷ドルフィンズ 船穂バレーボール少年団

第２８回 第２位 津山ジュニア 鴨方バレーボールクラブ 倉敷ドルフィンズ

H.21.8.23-8.30 第３位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 大元スポーツ少年団 彦崎バレーボールスポーツ少年団

〃 大元スポーツ少年団 琴東ＶＣ 琴東ＶＣ

ECCジュニアCUP 優　勝 琴東ＶＣ 琴東ＶＣ 津山北

第２７回 第２位 鴨方バレーボールクラブ 大元スポーツ少年団 鴨方バレーボールクラブ①

H.20.8.24-8.31 第３位 大元スポーツ少年団 御野 彦崎バレーボールスポーツ少年団

〃 落合ジュニア 城南ＶＣ 琴東ＶＣ

ECCジュニアCUP 優　勝 庄内バレーボールスポーツ少年団 金光バレーボールスポーツ少年団 河内

第２６回 第２位 鴨方バレーボールクラブ 横井スポーツ少年団① 石井スポーツ少年団バレーボール部

H.19.8.19-8.26 第３位 玉島バレーボールスポーツ少年団 城南ＶＣ 大元スポーツ少年団

〃 赤崎ＶＣ 御野① 赤崎ＶＣ

ECCジュニアCUP 優　勝 大元スポーツ少年団 琴東ＶＣ 横井スポーツ少年団①

第２５回 第２位 赤崎ＶＣ 中山スポーツ少年団 横井スポーツ少年団②

H.18.8.20-8.27 第３位 玉島バレーボールスポーツ少年団 大元スポーツ少年団 大元スポーツ少年団

〃 庄内バレーボールスポーツ少年団 日比バレーボールスポーツ少年団 千種

ECCジュニアCUP 優　勝 津山ジュニア 御津ＪＶＣ 浦安スポーツ少年団バレーボール部

第２４回 第２位 古都男子バレーボール部 庄内バレーボールスポーツ少年団 中山スポーツ少年団

H.17.8.21-8.28 第３位 落合ジュニア 古都 富山スポーツ少年団バレーボール部①

〃 金光バレーボールスポーツ少年団 シャイニィ備前瀬戸内 山陽ジュニアバレーボールスポーツ少年団①

ECCジュニアCUP 優　勝 大元スポーツ少年団 竜之口JVC 富山スポーツ少年団バレーボール部①

第２３回 第２位 南輝 大元スポーツ少年団 横井スポーツ少年団

H.16.8.22-8.29 第３位 古都男子バレーボール部 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

〃 緑丘ＪＶＣ 横井スポーツ少年団 琴東ＶＣ

ECCジュニアCUP 優　勝 庄内バレーボールスポーツ少年団 大元スポーツ少年団 大元スポーツ少年団

第２２回 第２位 大元スポーツ少年団 倉敷第二福田バレーボールクラブ① 御津南スポーツ少年団

H.15.8.17-8.24 第３位 赤崎ＶＪＳＣ 鴨方バレーボールクラブ 玉野荘内バレーボールスポーツ少年団

〃 芳井 横井スポーツ少年団 富山スポーツ少年団バレーボール部②

ECCジュニアCUP 優　勝 赤崎ＶＪＳＣ 御野 備前

第２１回 第２位 古都男子バレーボール部 大元スポーツ少年団 鴨方バレーボールクラブ

H.14.8.18-8.25 第３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 財田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 倉敷第二福田バレーボールクラブ 赤崎ＶＪＳＣ

ECCジュニアCUP 優　勝 出部ＪＶＣ 大元スポーツ少年団 鴨方バレーボールクラブ

第２０回 第２位 赤崎ＶＪＳＣ 福島スポーツ少年団バレー 岡田

H.13.8.19-8.26 第３位 横井スポーツ少年団 灘崎バレーボールスポーツ少年団 石井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 米来スポーツ少年団バレーボール部 琴東ＶＣ

三井ホーム岡山杯 優　勝 大元スポーツ少年団 竜之口JVC なださき

第１９回 第２位 灘崎フリッパーズ 琴東ＶＣ 英田町バレーボール部

H.12.8.20-8.27 第３位 鴨方バレーボールクラブＡ 倉敷第二福田バレーボールクラブ 茶屋町バレーボールスポーツ少年団

〃 赤崎ＶＪＳＣ A 横井スポーツ少年団 横井スポーツ少年団

ＲＳＫ杯 優　勝 大元スポーツ少年団 灘崎バレーボールスポーツ少年団

第１８回 第２位 出部ＪＶＣ 大元スポーツ少年団

H.11.8.22-8.29 第３位

〃 赤崎ＶＪＳＣ Ａ



おかやまコープ杯 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

第１７回 第２位 出部ＪＶＣ 琴東ＶＣ

H.10.8.23-8.30 第３位

〃 赤崎ＶＣ Ａ

中国セキスイハイム杯 優　勝 赤崎ＶＣ 庄内バレーボールスポーツ少年団 大野スポーツ少年団

第１６回 第２位 玉島バレーボールスポーツ少年団 横井スポーツ少年団 ウイッシュ千種

H.9.8.17-8.31 第３位 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 横井スポーツ少年団

〃 灘崎フリッパーズ Ａ なださき 勝北バレーボール教室

中国セキスイハイム杯 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

第１５回 第２位 緑丘ＪＶＣ 大元スポーツ少年団

H.8.8.18-8.25 第３位 琴東ＶＣ 甲浦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②

〃 赤崎ＶＣ 金川

中国セキスイハイム杯 優　勝 赤崎ＶＣ Ａ 倉敷第二福田バレーボールクラブ①

第１４回 第２位 庄内バレーボールスポーツ少年団 大元スポーツ少年団

H.7.8.20-8.27 第３位 勝北男子バレーボール教室 千種 倉敷第二福田バレーボールクラブ②

〃 琴東ＶＣ 庄内バレーボールスポーツ少年団

中国セキスイハイム杯 優　勝 灘崎フリッパーズⅠ 横井スポーツ少年団

第１３回 第２位 吉永 三門スポーツ少年団 倉敷第二福田バレーボールクラブ②

H.6.8.21-8.28 第３位 緑丘ＪＶＣ 竜之口JVC

〃 灘崎フリッパーズⅡ 灘崎バレーボールスポーツ少年団

中国セキスイハイム杯 優　勝 灘崎フリッパーズ 大野 倉敷第二福田バレーボールクラブ②

第１２回 第２位 赤崎ＶＣ Ａ 倉敷第二福田バレーボールクラブ①

H.5.8.22-8.29 第３位

〃 吉永

中国セキスイハイム杯 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

第１１回 第２位 金川

H.4.8.23-8.30 第３位

〃

中国セキスイハイムＲＳＫ杯 優　勝 吉永 後閑少女バレー

第１０回 第２位 赤崎ＶＣ 大元スポーツ少年団

H.3.8.25-9.1 第３位 灘崎バレーボールスポーツ少年団

〃

中国セキスイハイムＲＳＫ杯 優　勝 吉永 大野 ＴＶ放映開始

第９回 第２位 笠岡 竜之口JVC

H.2.8.19-8.26 第３位 赤崎ＶＣ 石井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②

〃 倉敷第二福田バレーボールクラブ

優　勝 大元スポーツ少年団 倉敷第二福田バレーボールクラブ②

第８回 第２位 ※棄権チームがあり実施せず 七区バレーボールスポーツ少年団

H.1.8.27 第３位 内山下

〃 大野スポーツ少年団

優　勝 吉永 七区バレーボールスポーツ少年団

第７回 第２位 西阿知 大元スポーツ少年団 倉敷第二福田バレーボールクラブ②

S.63.8.28 第３位 倉敷第二福田バレーボールクラブ 後閑少女バレー

〃 南輝

優　勝 吉永 日生バレーボールスポーツ少年団

第６回 第２位 三石スポーツ少年団 竜之口JVC

S.62.8.30 第３位 羽出 大元スポーツ少年団 倉敷第二福田バレーボールクラブ②

〃 横井スポーツ少年団



優　勝 遷喬バレーボール部 大元スポーツ少年団

第５回 第２位 吉永 灘崎バレーボールスポーツ少年団

S.61.8.31 第３位 三石スポーツ少年団 甲浦スポーツ少年団バレーボール部

〃 鉾立

優　勝 宇野

第４回 第２位 奥玉

S.60.8.25 第３位 甲浦スポーツ少年団バレーボール部

〃 灘崎バレーボールスポーツ少年団 6人制に移行

優　勝 甲浦スポーツ少年団バレーボール部 ９人制で実施

第３回 第２位 美川スポーツ少年団バレーボール部

S.59.8.19 第３位 灘崎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

優　勝 宇野 ９人制で実施

第２回 第２位 大元スポーツ少年団

S.58.12.18 第３位

〃

優　勝 宇野 ９人制で実施

第１回 第２位 灘崎バレーボールスポーツ少年団

S.57.8.22 第３位 南輝

〃 鹿田スポーツ少年団バレーボール部

灘崎バレーボールスポーツ少年団 大会名等不詳

S.56

宇野 大会名等不詳

S.55


