
全日本バレーボール小学生大会 岡山県大会
混合の部　2014(H26)から

女子Ｂの部　2004(H16)まで

優　勝 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ　男子 琴東ＶＣ 浅口バレーボールクラブ

第４２回 第２位 ＰＲＯＧＲＥＳＳ倉敷 いばら出部ＪＶＣ 峰南ＪＶＣ

R.04.6.19-6.26 第３位 玉島バレーボールスポーツ少年団 古都

〃 山南 出部ＪＶＣ

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 鴨方バレーボールクラブ 新型コロナ感染対策のため

第４１回 第２位 ＰＲＯＧＲＥＳＳ倉敷 大元スポーツ少年団 落合ＪＶＣ 全国大会中止となり各部門

R.03.6.20-6.27 第３位 津山東 上位２チームが中国大会に

〃 いばら出部 出場

新型コロナ感染対策のため中止

第４０回

優　勝 フォルツァ桜が丘バレーボールクラブ 大元スポーツ少年団 アルナイト備前

第３９回 第２位 岡山南 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 出部ＪＶＣ

R.01.6.16-6.23 第３位 アリアーレ岡山 いばら出部ＪＶＣ 豊スポーツ少年団

〃 大元スポーツ少年団 御野 真備バレーボールスポーツ少年団

優　勝 浅口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 琴東ＶＣ

第３８回 第２位 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 古都スポーツ少年団

H.30.6.17-6.24 第３位 フォルツァ桜が丘バレーボールクラブ 大元スポーツ少年団 津島スポーツ少年団

〃 アリアーレ岡山 金光バレーボールスポーツ少年団 豊スポーツ少年団

ファミリーマートカップ 優　勝 玉島バレーボールスポーツ少年団 琴東VC 古都 女子の部の地区予選廃止

第３７回 第２位 アリアーレ岡山 鴨方バレーボールクラブ 豊スポーツ少年団

H.29.6.18-6.25 第３位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 遷喬バレーボール部 石生スポーツ少年団

〃 出部ジュニアバレーボールクラブ 優和V.C 日比バレーボールスポーツ少年団

ファミリーマートカップ 優　勝 落合ジュニア 鴨方バレーボールクラブ① 豊スポーツ少年団

第３６回 第２位 アリアーレ岡山 琴東VC 真備バレーボールスポーツ少年団

H.28.6.26-7.3 第３位 浅口バレーボールクラブ 竜之口JVC スマイルスター

〃 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 出部JVC 美作ＪＶ

ファミリーマートカップ 優　勝 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 琴東ＶＣ 真備バレーボールスポーツ少年団

第３５回 第２位 岡山南男子バレーボール 建部バレーボールＳＰ 豊スポーツ少年団

H.27.6.21-6.28 第３位 津山ジュニアバレー教室 横井スポーツ少年団 アルナイト備前

〃 鴨方バレーボールクラブ 庄内バレーボールスポーツ少年団 佐伯リトルスパーキッズ

ファミリーマートカップ 優　勝 玉島バレーボールスポーツ少年団 御野 津川スポーツ少年団 混合の部新設

第３４回 第２位 津山ジュニアバレー教室 琴東VC 豊スポーツ少年団

H.26.6.22-6.29 第３位 鴨方バレーボールクラブ 三門スポーツ少年団 吉永バレーボールスポーツ少年団

〃 出部ジュニアバレーボールクラブ 船穂バレーボール少年団

男子の部 女子の部



ファミリーマートカップ 優　勝 落合ジュニア 大元スポーツ少年団 大元チーム 全国大会初優勝

第３３回 第２位 シャニィ瀬戸内ＶＢＣ 琴東ＶＣ

H.25.6.23-6.30 第３位 庄内バレーボールスポーツ少年団 倉敷ドルフィンズ

〃 出部ＪＶＣ 城南ＶＣ

ファミリーマートカップ 優　勝 岡山バレーボールクラブ 横井スポーツ少年団

第３２回 第２位 落合ジュニア シャニィ瀬戸内ＶＢＣ

H.24.6.24-7.1 第３位 シャニィ瀬戸内ＶＢＣ 倉敷ドルフィンズ

〃 鴨方バレーボールクラブ 三門スポーツ少年団

ファミリーマートカップ 優　勝 庄内バレーボールスポーツ少年団 倉敷ドルフィンズ

第３１回 第２位 玉島バレーボールスポーツ少年団 琴東ＶＣ

H.23.6.19-6.26 第３位 鴨方バレーボールクラブ 鴨方バレーボールクラブ

〃 清泉スポーツ少年団 三門スポーツ少年団

ファミリーマートカップ 優　勝 大元スポーツ少年団 琴東ＶＣ

第３０回 第２位 出部ＪＶＣ シャニィ瀬戸内ＶＢＣ

H.22.6.20-6.27 第３位 岡山南 彦崎バレーボールスポーツ少年団

〃 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 倉敷ドルフィンズ

〃 津山 津山北

H.21.6.21-6.28 第３位 緑丘ＪＶＣ 金光バレーボールスポーツ少年団

第２９回 第２位 大元スポーツ少年団 倉敷ドルフィンズ

優　勝 琴東ＶＣ 鴨方バレーボールクラブ

優　勝 鴨方バレーボールクラブ 琴東ＶＣ

第２８回 第２位 琴東ＶＣ 河内

H.20.6.22-6.29 第３位 大元スポーツ少年団 御野

〃 落合ジュニア 横井スポーツ少年団

サントリーカップ 優　勝 庄内バレーボールスポーツ少年団 横井スポーツ少年団

第２７回 第２位 落合ジュニア 日比バレーボールスポーツ少年団

H.19.6.17-6.24 第３位 鴨方バレーボールクラブ 御野

〃 玉島バレーボールスポーツ少年団 伊島スポーツ少年団バレーボール部

サントリーカップ 優　勝 大元スポーツ少年団 琴東ＶＣ

第２６回 第２位 落合ジュニア 赤崎ＶＣ

H.18.6.25-7.2 第３位 赤崎ＶＣ 大元スポーツ少年団

〃 琴東ＶＣ 米来スポーツ少年団バレーボール部

ペプシカップ 優　勝 古都スポーツ少年団 御津ＪＶＣ 女子の部Ｂクラス 廃止

第２５回 第２位 落合ジュニア 庄内バレーボールスポーツ少年団

H.17.6.26-7.3 e 津山 金光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

ペプシカップ 優　勝 大元スポーツ少年団 大元スポーツ少年団 玉野市胸上バレーボール少年団

第２４回 第２位 緑丘ＪＶＣ 竜之口ＪＶＣ 八浜バレーボール少年団

H.16.6.27-7.4 第３位 鴨方バレーボールクラブ 横井スポーツ少年団 横井スポーツ少年団

〃 古都 金光バレーボールスポーツ少年団 御野



ペプシカップ 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 鉾立 大元チーム 全国大会第３位

第２３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 八浜バレーボール少年団

H.15.6.29-7.13 第３位 横井スポーツ少年団 横井スポーツ少年団 大崎バレーボールスポーツ少年団

〃 赤崎ＶＪＳＣ 鴨方バレーボールクラブ 御津南スポーツ少年団

ペプシカップ 優　勝 赤崎VJSC 御野 灘崎バレーボールスポーツ少年団

第２２回 第２位 鴨方バレーボールクラブＡ 大元スポーツ少年団 鴨方バレーボールクラブ

H.14.6.30-7.7 第３位 古都 鴨方バレーボールクラブ 桜ケ丘ジュニアバレーボールクラブ

〃 出部ＪＶＣ 竜之口ＪＶＣ 赤崎ＶＪＳＣ

ペプシカップ 優　勝 出部ＪＶＣ 大元スポーツ少年団 石井スポーツ少年団バレーボール部

第２１回 第２位 赤崎ＶＪＳＣ 琴東ＶＣ 出部ＪＶＣ

H.13.7.1-7.8 第３位 庄内バレーボールスポーツ少年団 灘崎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

〃 古都 裳掛 すごうジュニアバレーボールクラブ

ライオンカップ 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 横井スポーツ少年団

第２０回 第２位 出部ＪＶＣ 琴東VC 遷喬バレーボール部

H.12.7.2-7.9 第３位 赤崎ＶＪＳＣ 竜之口ＪＶＣ 灘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Ａ 横井スポーツ少年団 唐松スポーツ少年団

ライオンカップ 優　勝 大元スポーツ少年団 大野ＪＶＣ 出石 大元チーム 全国大会第 ３位

第１９回 第２位 出部ＪＶＣ 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

H.11.6.27-7.4 第３位 鴨方バレーボールクラブＡ 横井スポーツ少年団 幡多

〃 灘崎フリッパーズ 大元スポーツ少年団 玉バレーボールスポーツ少年団

ライオンカップ 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 倉敷第二福田バレーボールクラブ② 倉敷二福チーム 全国大会準優勝

第１８回 第２位 出部JVC 琴東VC 金光バレーボールクラブ

H.10.6.21-6.28 第３位 赤崎JVC　Ａ 河内 幡多

〃 緑丘JVC ウイッシュ千種 大崎

ライオンカップ 優　勝 赤崎ＪＶＣ　Ａ 横井スポーツ少年団 横井スポーツ少年団

第１７回 第２位 笠岡若草 倉敷第二福田バレーボールクラブ 赤崎JVC

H.9.6.29-7.6 第３位 庄内バレーボールスポーツ少年団 灘崎スポーツ少年団 幡多

〃 玉島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 ウイッシュ千種

ライオンカップ 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 大野スポーツ少年団

第１６回 第２位 緑丘ＪＶＣ 大元スポーツ少年団 大元スポーツ少年団

H.8.6.30-7.7 第３位 赤崎ＪＶＣ 金川 鴨方バレーボールクラブ

〃 吉永 甲浦スポーツ少年団バレーボール部 承芳

ライオンカップ 優　勝 赤崎ＪＶＣ 倉敷第二福田バレーボールクラブ① 太伯

第１５回 第２位 庄内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 大崎

H.7.6.25-7.2 第３位 灘崎フリッパーズ 千種 倉敷第二福田バレーボールクラブ②

〃 吉永 大元スポーツ少年団 勝山

ライオンカップ 優　勝 灘崎フリッパーズ 竜之口JVC 庄内バレーボールスポーツ少年団

第１４回 第２位 赤崎ＪＶＣ 大野スポーツ少年団 倉敷第二福田バレーボールクラブ

H.6.7.3 第３位 吉永 横井スポーツ少年団 牛窓

〃 笠岡大井若草 灘崎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



ライオンカップ 優　勝 吉永 大野スポーツ少年団 倉敷第二福田バレーボールクラブ②

第１３回 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 玉バレーボールスポーツ少年団

H.5.6.27-7.4 第３位 三石スポーツ少年団 倉敷第二福田バレーボールクラブ① 富原スポーツ少年団バレーボール部

〃 赤崎ＪＶＣ 彦崎バレーボールスポーツ少年団 御津南スポーツ少年団

ライオンカップ 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 大崎バレーボールスポーツ少年団

第１２回 第２位 吉永 金川 彦崎バレーボールスポーツ少年団

H.4.6.28-7.5 第３位 赤崎ＪＶＣ 七区バレーボールスポーツ少年団

〃 若草 横井スポーツ少年団

ライオンカップ 優　勝 赤崎ＪＶＣ 後閑少女バレー 横井スポーツ少年団

第１１回 第２位 吉永 大元スポーツ少年団 大野スポーツ少年団

H.3.6.23-6.30 第３位 七区バレーボールスポーツ少年団 英田

〃 灘崎バレーボールスポーツ少年団 裳掛

ライオンカップ 優　勝 吉永 大野スポーツ少年団 胸上

第１０回 第２位 笠岡若草 後閑少女バレー 鹿田スポーツ少年団バレーボール部

H.2.6.10-6.17 第３位 赤崎JVC 倉敷第二福田バレーボールクラブ 財田ウポーツ少年団バレーボール部

〃 蒜山 玉バレーボールスポーツ少年団 川辺

ライオンカップ 優　勝 吉永 大元スポーツ少年団 御野

第９回 第２位 赤崎ＪＶＣ 日比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

H.1.6.4-6.11 第３位 浦安スポーツ少年団 鉾立

〃 福島スポーツ少年団バレー 津島

優　勝 西阿知 後閑少女バレー 大野スポーツ少年団

第８回 第２位 三石スポーツ少年団 大元スポーツ少年団 玉バレーボールスポーツ少年団

S.63.6.26 第３位 倉敷第二福田バレーボールクラブ 日比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②

〃 倉敷第二福田バレーボールクラブ① 甲浦スポーツ少年団バレーボール部

優　勝 吉永 竜之口JVC 南輝Ｂ 第一回中国大会開催

第７回 第２位 三石スポーツ少年団 日生バレーボールスポーツ少年団 木山

S.62.6.28 第３位 羽出 七区バレーボールスポーツ少年団 東鶴山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① 甲浦スポーツ少年団バレーボール部②

優　勝 遷喬バレーボール部 大元スポーツ少年団 宇野

第６回 第２位 吉永 甲浦スポーツ少年団バレーボール部 玉原バレーボールスポーツ少年団

S.61.7.27 第３位 三石スポーツ少年団 鉾立 彦崎バレーボールスポーツ少年団

〃 金川 竜之口JVC

優　勝 伊島スポーツ少年団 宇野小 日生バレーボールスポーツ少年団

第５回 第２位 奥玉　（中国大会参加） 伊里バレーボールスポーツ少年団

S.60.6.30 第３位 南輝 石井スポーツ少年団バレーボール部

〃 鉾立 内山下

優　勝 伊島スポーツ少年団 大元スポーツ少年団 藤野スポーツ少年団バレーボール部

第４回 第２位 宇野A 石井スポーツ少年団バレーボール部

S.59.7.1-7.8 第３位 鹿田スポーツ少年団バレーボール部 宇野Ｂ

〃 南輝 奥玉



優　勝 伊島スポーツ少年団 大元スポーツ少年団 三門スポーツ少年団

第３回 第２位 宇野① 遷喬バレーボール部

S.58.7.10 第３位 玉バレーボールスポーツ少年団 宇野②

〃 灘崎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

優　勝 伊島スポーツ少年団 宇野

第２回 第２位 伊島スポーツ少年団 なし

S.57.6.20-7.4 第３位 石井スポーツ少年団バレーボール部

〃 南輝

優　勝 鹿田スポーツ少年団バレーボール部

第１回 第２位 なし 灘崎バレーボルスポーツ少年団 なし

S.56.7.5 第３位 開成

〃 石井スポーツ少年団バレーボール部


